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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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3月期第1四半期 7,122 △2.1 153 △14.9 101 △26.8 53 △11.6

23年3月期第1四半期 7,274 △5.9 180 53.3 138 75.8 61 53.6

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 29百万円 （△53.9％） 23年3月期第1四半期 63百万円 （―％）

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3月期第1四半期 1.30 ―

23年3月期第1四半期 1.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 33,779 10,440 30.9
23年3月期 29,932 10,514 35.1

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  10,440百万円 23年3月期  10,514百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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3月期 ― 2.00 ― 2.50 4.50

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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) 14,690 0.2 430 10.0 290 0.4 150 13.4 3.60
通期 30,500 1.3 1,150 17.0 860 11.6 470 11.4 11.29



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、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、【添付資
料】P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 41,630,000 株 23年3月期 41,630,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 94 株 23年3月期 94 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 41,629,906 株 23年3月期1Q 41,629,983 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災の影響による落ち込みから回復の兆しが見え

始めたものの、電力不足への懸念や海外経済の不安定さなど本格的な回復軌道には、まだ下振れするリ

スクがみられます。 

当印刷業界におきましては、広告費市場が低迷するなか、高機能携帯電話の普及や情報のデータ化に

より紙媒体の縮小傾向が進み厳しい経営環境が続いております。 

そのような中で当社は、大ロット案件のチラシや雑誌などの受注活動を中心としながら、前期に導入

したオンデマンド印刷機やＵＶ平台印刷機を活用したダイレクトメールやＰＯＰなどバリアブル印刷の

受注獲得に努め、積極的な事業の展開に取り組んでおります。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が71億２千２百万円（前年同四半期比

2.1％減少）、営業利益は１億５千３百万円（前年同四半期比14.9％減少）、経常利益は１億１百万円

（前年同四半期比26.8％減少）、四半期純利益は５千３百万円（前年同四半期比11.6％減少）となりま

した。 

  

（売上高） 

売上高は、前年同四半期比１億５千２百万円（2.1％）減少し、71億２千２百万円となりました。 

商業印刷につきましては、ダイレクトメールや一部の通販カタログに受注の増加はありましたもの

の、折込チラシの受注減により、前年同四半期比１億円（1.8％）減少し、55億９千３百万円となりま

した。 

出版印刷につきましては、書籍・雑誌市場の低迷が影響し、前年同四半期比３千２百万円（2.1％）

減少し、15億２千万円となりました。 

（営業利益） 

営業利益は、売上高の減少が大きく影響し、コスト管理により原価は抑制しましたものの、前年同四

半期比２千６百万円（14.9％）減少し、１億５千３百万円となりました。 

（経常利益） 

経常利益は、受取配当金が増加いたしましたものの、支払利息の増加などにより、前年同四半期比３

千７百万円（26.8％）減少し、１億１百万円となりました。 

（四半期純利益） 

四半期純利益は、前年同四半期比７百万円（11.6％）減少し、５千３百万円となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて32.7％増加し、165億３千万円となりました。主な要因は、

震災の影響を考慮し資金の確保に留意したことにより現金及び預金が39億２百万円増加、受取手形及び

売掛金が７千４百万円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.3％減少し、172億４千９百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて12.9％増加し、337億７千９百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて27.4％増加し、135億４千２百万円となりました。主な要因

は、支払手形及び買掛金が３億７千２百万円減少いたしましたものの、短期借入金が31億５千万円増加

したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて11.5％増加し、97億９千６百万円となりました。これは、長

期借入金が10億６千５百万円増加したことなどによります。 

この結果、負債は、233億３千９百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて0.7％減少し、104億４千万円となりました。 

  

当連結会計年度（平成24年３月期）の業績見通しは、平成23年５月10日に公表のとおり、売上高305

億円、営業利益11億５千万円、経常利益８億６千万円、当期純利益４億７千万円を見込んでおります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

税金につきましては、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,499,918 10,402,878

受取手形及び売掛金 5,103,341 5,177,654

たな卸資産 397,459 472,991

その他 453,536 477,915

貸倒引当金 △1,142 △1,253

流動資産合計 12,453,113 16,530,185

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,778,168 10,794,578

減価償却累計額 △4,752,067 △4,844,638

建物及び構築物（純額） 6,026,101 5,949,939

機械装置及び運搬具 10,069,626 10,109,432

減価償却累計額 △8,377,531 △8,482,646

機械装置及び運搬具（純額） 1,692,095 1,626,785

土地 5,130,651 5,130,651

その他（純額） 2,748,224 2,686,046

有形固定資産合計 15,597,072 15,393,422

無形固定資産 99,308 95,653

投資その他の資産

その他 1,787,246 1,764,182

貸倒引当金 △4,164 △4,164

投資その他の資産合計 1,783,081 1,760,017

固定資産合計 17,479,462 17,249,094

資産合計 29,932,576 33,779,280
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,268,249 5,895,888

短期借入金 － 3,150,000

1年内返済予定の長期借入金 3,203,800 3,468,300

未払法人税等 177,358 52,567

賞与引当金 140,148 77,631

その他 841,696 898,459

流動負債合計 10,631,252 13,542,846

固定負債

長期借入金 6,152,080 7,217,230

退職給付引当金 543,729 543,109

その他 2,090,775 2,036,092

固定負債合計 8,786,584 9,796,432

負債合計 19,417,837 23,339,279

純資産の部

株主資本

資本金 2,511,350 2,511,350

資本剰余金 2,505,480 2,505,480

利益剰余金 5,251,152 5,201,003

自己株式 △13 △13

株主資本合計 10,267,968 10,217,820

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 246,769 222,179

その他の包括利益累計額合計 246,769 222,179

純資産合計 10,514,738 10,440,000

負債純資産合計 29,932,576 33,779,280
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 7,274,820 7,122,806

売上原価 6,500,990 6,373,695

売上総利益 773,829 749,111

販売費及び一般管理費 593,280 595,407

営業利益 180,549 153,704

営業外収益

受取利息 75 28

受取配当金 11,196 12,836

その他 1,658 1,648

営業外収益合計 12,930 14,514

営業外費用

支払利息 51,552 64,518

その他 3,050 2,022

営業外費用合計 54,602 66,540

経常利益 138,876 101,677

特別利益

貸倒引当金戻入額 47 －

特別利益合計 47 －

特別損失

固定資産除却損 18,050 －

投資有価証券評価損 1,012 445

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,968 －

その他 118 －

特別損失合計 24,150 445

税金等調整前四半期純利益 114,774 101,232

法人税等 53,750 47,305

少数株主損益調整前四半期純利益 61,024 53,926

少数株主利益又は少数株主損失（△） － －

四半期純利益 61,024 53,926
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 61,024 53,926

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,680 △24,589

その他の包括利益合計 2,680 △24,589

四半期包括利益 63,704 29,336

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 63,704 29,336

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。  

  

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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