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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年12月期第１四半期の業績（平成24年１月１日～平成24年３月31日） 
（１）経営成績（累計）                                                      （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年 12月期第１四半期 1,694 1.5 124 ― 124 ― 55 ― 
23年 12月期第１四半期 1,669 △3.1 △32 ― △38 ― △65 ― 

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益

 円   銭 円   銭

24年 12月期第１四半期 9.66 ―
23年12月期第１四半期 △11.38 ―

 
（２）財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

24年 12月期第１四半期 8,191 6,167 75.3 
23年 12月期 8,217 6,126 74.6 

（参考）自己資本    24年 12月期第１四半期   6,167百万円    23年 12月期   6,126百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計    

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭   
23年 12月期 ― ― ― 15.00 15.00   
24年 12月期 ―    

24年 12月期(予想)  ― ― 15.00 15.00   

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成24年12月期の業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円   銭

第２四半期(累計) 3,500 1.8 145 37.1 145 37.5 70 316.4 12.09
通  期 6,850 1.5 280 60.4 280 47.5 150 165.7 25.91

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 



 

４．その他   
 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 
 
 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無 

② ①以外の会計方針の変更 ：無 

③ 会計上の見積りの変更 ：無 

④ 修正再表示 ：無 
 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年12月期１Ｑ 5,815,294株 23年12月期 5,815,294株

② 期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 26,012株 23年12月期 26,012株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年12月期１Ｑ 5,789,282株 23年12月期１Ｑ 5,791,202株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である
と判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあ
たっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災からの復興事業による内需の下支えや円高の一服な

どにより緩やかに回復し始めましたが、原油価格の高騰や原子力発電所の停止による電力不足問題、欧州の財政懸

念の再燃など依然として先行き不透明な状況にあります。 

 フォーム印刷業界におきましては、電子媒体やデジタル化の進展により一般ビジネスフォーム印刷の需要が逓減

しており、その中で企業の経費削減や価格競争が激しくなるなど、厳しい経営環境となりました。 

 この様な情勢の中での結果、売上高1,694百万円（前年同四半期比1.5％増）、営業利益124百万円（前年同四半

期は営業損失32百万円）、経常利益124百万円（前年同四半期は経常損失38百万円）、四半期純利益55百万円（前

年同四半期は四半期純損失65百万円）となりました。 

 なお、売上状況につきましては、ビジネスフォーム730百万円（前年同四半期比11.9％減）、一般帳票類298百万

円（前年同四半期比4.9％増）、データプリント及び関連加工640百万円（前年同四半期比22.5％増）、サプライ商

品24百万円（前年同四半期比23.3％減）となっております。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて26百万円減少し、8,191百万円となりまし

た。資産の部においては、流動資産が14百万円増加し1,732百万円、固定資産が40百万円減少し6,459百万円となり

ました。また、負債の部においては、流動負債が31百万円減少し1,654百万円、固定負債が36百万円減少し369百万

円となりました。この結果、純資産の部においては、40百万円増加し6,167百万円となり、自己資本比率が75.3％

となりました。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年２月10日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、変更はありま 

せん。 

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（３）追加情報  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 292,014 345,347

受取手形及び売掛金 1,130,169 1,042,528

製品 156,121 154,430

原材料 30,511 31,286

仕掛品 13,008 15,498

繰延税金資産 12,630 45,811

その他 88,716 103,579

貸倒引当金 △5,141 △6,144

流動資産合計 1,718,032 1,732,338

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,627,027 1,610,592

機械及び装置（純額） 350,419 328,003

土地 2,949,069 2,949,069

その他（純額） 284,827 278,872

有形固定資産合計 5,211,344 5,166,538

無形固定資産 138,210 133,857

投資その他の資産   

投資有価証券 586,410 687,200

保険積立金 313,041 264,444

繰延税金資産 59,477 9,400

その他 200,392 200,237

貸倒引当金 △9,061 △2,670

投資その他の資産合計 1,150,260 1,158,612

固定資産合計 6,499,814 6,459,008

資産合計 8,217,846 8,191,346

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 811,641 832,596

短期借入金 512,180 326,490

未払法人税等 16,274 88,564

賞与引当金 17,572 77,988

その他 328,136 329,027

流動負債合計 1,685,804 1,654,667

固定負債   

長期借入金 42,530 16,640

役員退職慰労引当金 113,329 116,209

資産除去債務 23,130 23,249

その他 226,387 213,061

固定負債合計 405,377 369,161

負債合計 2,091,182 2,023,828
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 798,288 798,288

資本剰余金 600,052 600,052

利益剰余金 4,827,239 4,796,304

自己株式 △17,748 △17,748

株主資本合計 6,207,832 6,176,897

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △81,167 △9,379

評価・換算差額等合計 △81,167 △9,379

純資産合計 6,126,664 6,167,518

負債純資産合計 8,217,846 8,191,346
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 1,669,267 1,694,550

売上原価 1,403,290 1,283,635

売上総利益 265,977 410,915

販売費及び一般管理費 298,564 286,635

営業利益又は営業損失（△） △32,587 124,279

営業外収益   

受取利息 192 492

受取配当金 221 221

受取保険金 － 2,747

受取賃貸料 360 553

雑収入 1,470 1,302

営業外収益合計 2,245 5,318

営業外費用   

支払利息 4,857 3,378

保険解約損 2,248 －

雑損失 997 1,399

営業外費用合計 8,104 4,777

経常利益又は経常損失（△） △38,446 124,820

特別利益   

固定資産売却益 5,200 1,383

投資有価証券売却益 912 427

特別利益合計 6,113 1,810

特別損失   

固定資産除却損 12 1,243

投資有価証券評価損 25,779 20,611

ゴルフ会員権評価損 － 300

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,589 －

特別損失合計 34,381 22,155

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △66,714 104,475

法人税、住民税及び事業税 20,751 82,165

法人税等調整額 △21,560 △33,594

法人税等合計 △808 48,570

四半期純利益又は四半期純損失（△） △65,905 55,904
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 該当事項はありません。   

   

   

  当社は、印刷関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

   

 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

  

    

販売実績  

当第１四半期累計期間における販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。  

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

４．補足情報

製品区分 
当第１四半期累計期間 

（自 平成24年１月１日 
至 平成24年３月31日） 

前年同四半期比（％） 

ビジネスフォーム（千円）    730,461    88.1

一般帳票類（千円）    298,316    104.9

データプリント及び関連加工（千円）    640,952    122.5

サプライ商品（千円）    24,820    76.7

合計（千円）    1,694,550    101.5
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