
  

  

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31日）  

  

  

  

  

（２）連結財政状態  

  

  

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  

  
  

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）  

  

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無  
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第３四半期  70,029 △0.9 1,343 10.0 1,918 9.8 1,009 20.2 

25年３月期第３四半期  70,660 △2.7 1,221 △18.8 1,746 △14.2 839 12.0 

（注）包括利益  26年３月期第３四半期  2,135百万円 （63.4％）    25年３月期第３四半期  1,306百万円 （199.4％）  

  
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 

26年３月期第３四半期  11.50 － 

25年３月期第３四半期  9.35 － 

  総資産  純資産  自己資本比率  

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第３四半期  96,008 51,275 53.4 

25年３月期  96,738 49,840 51.5 

（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  51,273百万円   25年３月期  49,840百万円 

   
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 
25年３月期  － 4.00 － 4.00 8.00 
26年３月期  － 4.00 －       

26年３月期（予想）          4.00 8.00 

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  96,000 1.9 2,000 10.3 2,600 6.4 1,400 △2.6 15.95 



※  注記事項  

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

新規  －社  （社名）－、除外 －社  （社名）－  

  
  

（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  

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作

成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。  
  

（３）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  

  
  

（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、四半期連結財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。  
  

※  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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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当たっての

注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予

測情報に関する説明」をご覧ください。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期３Ｑ  90,200,000株 25年３月期  90,200,000株 

②  期末自己株式数  26年３月期３Ｑ  2,409,992株 25年３月期  2,408,352株 

③  期中平均株式数（四半期累計）  26年３月期３Ｑ  87,790,737株 25年３月期３Ｑ  89,773,774株 
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（１）経営成績に関する説明  

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種政策効果で企業の設備投資が増加し雇用情勢が改

善するなど景気は緩やかに回復しましたが、貿易赤字の増加や海外景気の下振れなどの懸念材料もあり、依然とし

て不透明な状況にあります。 

 このような中、共同印刷グループは中期経営方針「強みを活かし事業領域を拡大して利益を創出する」に基づ

き、独自技術を活かした高機能製品の拡販と、ＢＰＯなどの業務支援サービスを展開することで、事業領域の拡大

に努めました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高は700億２千９百万円（前年同期比0.9％減）とな

り、営業利益は13億４千３百万円（前年同期比10.0％増）、経常利益は19億１千８百万円（前年同期比9.8％増）、

四半期純利益は10億９百万円（前年同期比20.2％増）となりました。 

  

 セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

  

出版商印部門 

 出版印刷では、市場が縮小する中、受注拡大に向けての提案活動に加え、マンガ等のコンテンツをデジタル化す

る業務に取り組みました。その結果、定期刊行物は増加しましたが、書籍が減少したため、売上高は前年同期を下

回りました。 

 一般商業印刷では、ＩＴを活用したサービスメニューの充実に努め、得意先の販促支援や業務支援につながる提

案を積極的に進めた結果、販促ＤＭなどは増加しましたが、情報誌やカタログ、パンフレット類が減少したため、

売上高は前年同期を下回りました。 

 以上の結果、部門全体での売上高は341億１千３百万円（前年同期比4.0％減）、営業利益は８億５千１百万円

（前年同期比173.2％増）となりました。 

  

ビジネスメディア部門 

 ビジネスメディア部門では、データプリントの受注拡大を目指してカラープリンタを活用した提案を行うととも

に、ＢＰＯの受注拡大に向けて各種サービスメニューの提案に努めました。 

 その結果、データプリントやＢＰＯを含むビジネスフォームが増加し、抽選券などの証券類やＩＣカードも増加

したため、部門全体での売上高は199億９千８百万円（前年同期比2.0％増）、営業利益は２億６千５百万円（前年

同期比15.9％減）となりました。 

  

生活・産業資材部門 

 生活・産業資材部門では、「モイストキャッチ」をはじめとする高機能製品類を医薬品分野や電子部品分野を中

心として提案するとともに、化粧品業界等に対し当社開発製品であるオーバルラミネートチューブの拡販に努めま

した。 

 その結果、軟包装や建材製品が減少しましたが、高機能製品を中心に産業資材が増加し、チューブや紙器も増加

したため、部門全体での売上高は146億３千９百万円（前年同期比2.7％増）、営業利益は２億５千６百万円（前年

同期比49.8％減）となりました。 

  

その他 

  物流業務の増加により、売上高は12億７千８百万円（前年同期比1.6％増）、営業利益は２億６千６百万円（前年

同期比13.3％減）となりました。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）財政状態に関する説明   

  当第３四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産は、前連結会計年度末との比較において以下のとおりにな

りました。  

 総資産は、960億８百万円（前連結会計年度末967億３千８百万円）となり、７億３千万円減少しました。これ

は、投資その他の資産の投資有価証券が17億９千万円増加した一方、流動資産の現金及び預金が11億７千３百万

円、受取手形及び売掛金が６億７千３百万円、固定資産の機械装置及び運搬具が７億８千２百万円減少したこと等

によるものです。負債は、447億３千２百万円（前連結会計年度末468億９千８百万円）となり、21億６千５百万円

減少しました。これは、流動負債の１年内返済予定の長期借入金が６億１千１百万円、固定負債の長期借入金が16

億６千万円減少したこと等によるものです。純資産は、512億７千５百万円（前連結会計年度末498億４千万円）と

なり、14億３千４百万円増加しました。これは、その他有価証券評価差額金が11億１千７百万円、利益剰余金が３

億６百万円増加したこと等によるものです。 

   

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ11億７千２百万円減少し、119億５百万円となりました。 

  

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

 当第３四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、52億２千３百万円となりました。これは、

税金等調整前四半期純利益17億９千９百万円、減価償却費32億５千５百万円の計上をしたこと等によるものです。 

  

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

 当第３四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、32億１百万円となりました。これは、固定

資産の取得による支出31億８千９百万円があったこと等によるものです。 

  

「財務活動によるキャッシュ・フロー」  

 当第３四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、32億１百万円となりました。これは、長期

借入金の返済による支出23億２千２百万円、配当金の支払額７億２百万円があったこと等によるものです。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、平成25年５月10日公表の連結業績予想から変更ありません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

  税金費用については、当第３四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。 

   

   

（３）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。  

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,403 12,230

受取手形及び売掛金 27,437 26,764

商品及び製品 2,234 2,372

仕掛品 2,182 2,423

原材料及び貯蔵品 697 716

繰延税金資産 1,198 1,204

その他 395 625

貸倒引当金 △65 △71

流動資産合計 47,482 46,265

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,767 12,065

機械装置及び運搬具（純額） 8,550 7,767

工具、器具及び備品（純額） 497 465

土地 15,476 15,476

リース資産（純額） 709 753

建設仮勘定 139 462

有形固定資産合計 38,141 36,992

無形固定資産   

ソフトウエア 866 1,006

その他 114 114

無形固定資産合計 980 1,120

投資その他の資産   

投資有価証券 8,889 10,680

長期貸付金 14 6

繰延税金資産 484 137

その他 859 961

貸倒引当金 △114 △155

投資その他の資産合計 10,133 11,630

固定資産合計 49,256 49,743

資産合計 96,738 96,008



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,460 19,056

1年内返済予定の長期借入金 3,179 2,567

1年内償還予定の社債 － 2,000

リース債務 221 246

未払法人税等 353 528

賞与引当金 1,065 354

役員賞与引当金 40 40

その他 5,184 4,654

流動負債合計 28,504 29,448

固定負債   

社債 7,000 5,000

長期借入金 5,160 3,499

リース債務 534 557

繰延税金負債 174 466

退職給付引当金 5,264 5,539

環境対策引当金 70 66

資産除去債務 43 43

その他 145 111

固定負債合計 18,394 15,284

負債合計 46,898 44,732

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,510 4,510

資本剰余金 1,742 1,742

利益剰余金 42,188 42,495

自己株式 △545 △545

株主資本合計 47,896 48,202

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,942 3,059

為替換算調整勘定 2 11

その他の包括利益累計額合計 1,944 3,070

少数株主持分 － 1

純資産合計 49,840 51,275

負債純資産合計 96,738 96,008



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 70,660 70,029

売上原価 59,555 58,602

売上総利益 11,104 11,427

販売費及び一般管理費 9,883 10,083

営業利益 1,221 1,343

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 188 182

物品売却益 238 235

設備賃貸料 94 94

保険配当金 117 131

その他 155 122

営業外収益合計 797 769

営業外費用   

支払利息 194 165

手形売却損 1 －

設備賃貸費用 9 9

持分法による投資損失 13 19

貸倒引当金繰入額 － △22

その他 52 22

営業外費用合計 272 193

経常利益 1,746 1,918

特別利益   

固定資産売却益 110 13

投資有価証券売却益 － 7

会員権貸倒引当金戻入額 0 －

その他 － 0

特別利益合計 111 20

特別損失   

固定資産処分損 130 136

投資有価証券評価損 53 1

為替換算調整勘定取崩損 121 －

その他 2 2

特別損失合計 307 139

税金等調整前四半期純利益 1,550 1,799

法人税等 711 791

少数株主損益調整前四半期純利益 839 1,008

少数株主損失（△） － △1

四半期純利益 839 1,009



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 839 1,008

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 335 1,115

為替換算調整勘定 130 9

持分法適用会社に対する持分相当額 1 2

その他の包括利益合計 467 1,126

四半期包括利益 1,306 2,135

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,306 2,136

少数株主に係る四半期包括利益 － △1



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,550 1,799

減価償却費 3,201 3,255

退職給付引当金の増減額（△は減少） 342 274

貸倒引当金の増減額（△は減少） △146 47

賞与引当金の増減額（△は減少） △690 △711

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5 0

受取利息及び受取配当金 △192 △185

支払利息 194 165

持分法による投資損益（△は益） 13 19

投資有価証券評価損益（△は益） 53 1

投資有価証券売却損益（△は益） － △7

有形固定資産除売却損益（△は益） 127 122

売上債権の増減額（△は増加） 1,521 731

たな卸資産の増減額（△は増加） △471 △398

仕入債務の増減額（△は減少） 277 594

未払消費税等の増減額（△は減少） △193 163

破産更生債権等の増減額（△は増加） 17 △137

未払費用の増減額（△は減少） △220 83

その他 204 1

小計 5,595 5,819

利息及び配当金の受取額 193 186

利息の支払額 △179 △173

法人税等の支払額 △439 △609

法人税等の還付額 52 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,221 5,223

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,601 △3,189

有形及び無形固定資産の売却による収入 148 23

投資有価証券の取得による支出 △13 △88

投資有価証券の売却による収入 － 17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 56

貸付けによる支出 △1 △1

貸付金の回収による収入 11 9

その他 △48 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,506 △3,201

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △162 －

長期借入金の返済による支出 △1,851 △2,322

自己株式の取得による支出 △426 △0

配当金の支払額 △721 △702

その他 △155 △175

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,316 △3,201

現金及び現金同等物に係る換算差額 9 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 408 △1,172

現金及び現金同等物の期首残高 11,851 13,077

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,259 11,905



 該当事項はありません。     

   

 該当事項はありません。     

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業、保険取扱事業及び

不動産管理事業等であります。 

（注）２．セグメント利益の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発

費であります。 

（注）３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業、保険取扱事業及び

不動産管理事業等であります。 

（注）２．セグメント利益の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発

費であります。 

（注）３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３

 出版商印 
 部門 

ビジネスメ

ディア部門 
 生活・産業

  資材部門 
計

 売上高     

  外部顧客への売上高  35,553  19,597  14,250  69,401  1,258  70,660  －  70,660

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高  

 653  467  254  1,375  5,885  7,260  △7,260  －

計  36,206  20,065  14,504  70,776  7,144  77,920  △7,260  70,660

 セグメント利益  311  316  510  1,138  307  1,446  △225  1,221

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３

 出版商印 
 部門 

ビジネスメ

ディア部門 
 生活・産業

  資材部門 
計

 売上高     

  外部顧客への売上高  34,113  19,998  14,639  68,750  1,278  70,029  －  70,029

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高  

 1,243  760  262  2,266  6,059  8,326  △8,326  －

計  35,357  20,758  14,901  71,017  7,338  78,356  △8,326  70,029

 セグメント利益  851  265  256  1,374  266  1,640  △297  1,343
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