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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有・無 

四半期決算説明会開催の有無 ：有・無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 
（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        ％

23年 3月期第1四半期 4,812  2.7 180 172.5 177 172.2 101 138.4
22年 3月期第1四半期 4,682 △15.9 66 △44.6 65 △41.3 42 △84.0

 

 
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

23年 3月期第1四半期 3.11 ―   
22年 3月期第1四半期 1.31 ―   

 
（２）連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

23年 3月期第1四半期 31,264 16,324 51.9 497.69
22年 3月期 33,953 16,872 49.4 514.66

(参考)自己資本 23年3月期第1四半期        16,222百万円 22年3月期       16,776百万円 

 
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   
22年 3月期 ―   0.00  ―  12.00 12.00   
23年 3月期 ―      

23年 3月期(予想)  0.00  ―  12.00 12.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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） 

 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) 9,900 △0.2 570 186.4 530 196.1 305  199.0 9.36
通  期 20,720 △1.0 1,215  66.9 1,155  72.1 670  131.8 20.55

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規 ―社 (社名)  、除外   社 (社名)  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原

則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）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) 23年3月期1Ｑ 33,634,203株 22年3月期 33,634,203株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 1,038,289株 22年3月期 1,036,529株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期1Ｑ 32,595,914株 22年3月期1Ｑ 32,599,172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、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.当四半期の連結業績等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 

当第 1 四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、個人消費の持ち直しや企業収益の改善など

一部に景気回復の動きが見られたものの、厳しい雇用情勢やデフレ状況の継続等、先行きの不透明

感を拭いきれず、全体としては厳しい状況が続いています。 

印刷業界におきましては、得意先の経費削減による印刷需要の減少、受注競争の激化による単価

下落、出版市場の縮小等、経営環境は依然として厳しい状況が続きました。 

当社はこのような情勢のもと、グループの総力を挙げて組織的な受注活動や企画提案活動の推進

に努める一方、生産の見直しによるコストダウン、品質の向上に取り組みました。 

印刷事業の売上は 45 億円、電子部品製造事業の売上は 2億 52 百万円、不動産賃貸事業の売上は

58 百万円となりました。その結果、当第 1四半期連結会計期間の売上は子会社の群馬高速オフセッ

ト株式会社が前第 1 四半期連結会計期間末より連結の範囲に含められたこともあり、48 億 12 百万

円（前年同期比 2.7％増）となり、損益面では、営業利益は 1億 80 百万円（前年同期比 172.5％増）、

経常利益は1億77百万円（前年同期比172.2％増）、四半期純利益は1億1百万円（前年同期比138.4％

増）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第 1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 26 億 88 百万円減少の 312 億

64 百万円となりました。これは、主に未収入金の減少によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ 21 億 40 百万円減少の 149 億 40 百万円となりました。これ 

は、主に借入金の減少によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 5億 48 百万円減少の 163 億 24 百万円となりました。こ 

れは、主に配当金の支払による利益剰余金の減少及びその他有価証券評価差額金の減少によるもの 

です。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成 23 年 3 月期第 2四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、引き続き印刷事業

における得意先の経費削減など厳しい経営環境が続くものと考えられ、当第 1四半期までの業績等

を勘案して、下記のとおりとします。 

（第 2四半期連結累計期間） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 1 株当たり 
四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 10,800 百万円 590 百万円 560 百万円 315 百万円 9 円 66 銭

今回予想（Ｂ） 9,900 百万円 570 百万円 530 百万円 305 百万円 9 円 36 銭

増減額（Ｂ－Ａ） △900 百万円 △20 百万円 △30 百万円 △10 百万円 － 
増減率（％） △8.3  △3.4 △5.4 △3.2  － 
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（通期） 

 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 

前回発表予想（Ａ） 22,100 百万円 1,340 百万円 1,290 百万円 730 百万円 22 円 39 銭

今回予想（Ｂ） 20,720 百万円 1,215 百万円 1,155 百万円 670 百万円 20 円 55 銭

増減額（Ｂ－Ａ） △1,380 百万円 △125 百万円 △135 百万円 △60 百万円 － 
増減率（％） △6.2  △9.3 △10.5 △8.2  － 

 

（参考）個別業績予想 

（第 2四半期累計期間） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 1 株当たり 
四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 9,380 百万円 540 百万円 530 百万円 310 百万円 9 円 51 銭

今回予想（Ｂ） 8,500 百万円 520 百万円 500 百万円 300 百万円 9 円 20 銭

増減額（Ｂ－Ａ） △880 百万円 △20 百万円 △30 百万円 △10 百万円 － 
増減率（％） △9.4  △3.7 △5.7 △3.2  － 

（通期） 

 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 

前回発表予想（Ａ） 19,110 百万円 1,225 百万円 1,185 百万円 690 百万円 21 円 17 銭

今回修正予想（Ｂ） 17,730 百万円 1,100 百万円 1,050 百万円 630 百万円 19 円 33 銭

増減額（Ｂ－Ａ） △1,380 百万円 △125 百万円 △135 百万円 △60 百万円 － 
増減率（％） △7.2  △10.2 △11.4 △8.7 － 

 

２.その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

     該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

    簡便な会計処理 

    採用した簡便な会計処理のうち、重要なものはありません。 

    特有の会計処理 

     該当事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

      該当事項はありません。 

 

 (４) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   該当事項はありません。 
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,853,312 1,246,793

受取手形及び売掛金 3,266,993 3,364,596

製品 273,106 223,568

仕掛品 337,957 317,570

原材料及び貯蔵品 155,685 155,382

その他 279,650 4,857,367

貸倒引当金 △8,600 △12,036

流動資産合計 8,158,106 10,153,241

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,451,046 9,582,704

機械装置及び運搬具（純額） 2,075,719 2,142,043

土地 2,952,056 2,952,056

リース資産（純額） 4,251,218 4,488,352

その他（純額） 98,878 100,551

有形固定資産合計 18,828,919 19,265,708

無形固定資産 47,191 49,567

投資その他の資産   

投資有価証券 3,092,432 3,527,382

その他 1,399,032 1,218,435

貸倒引当金 △260,939 △260,969

投資その他の資産合計 4,230,525 4,484,847

固定資産合計 23,106,636 23,800,124

資産合計 31,264,742 33,953,366
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年3月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,090,755 3,227,923

短期借入金 4,606,020 6,433,069

リース債務 977,083 973,991

未払法人税等 142,474 175,498

賞与引当金 86,516 176,187

その他 1,321,684 973,367

流動負債合計 10,224,534 11,960,036

固定負債   

長期借入金 － 159,440

リース債務 3,509,740 3,755,175

退職給付引当金 267,150 236,399

役員退職慰労引当金 256,605 256,458

負ののれん 37,947 40,319

その他 644,102 672,712

固定負債合計 4,715,546 5,120,505

負債合計 14,940,081 17,080,541

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,607,886 5,607,886

資本剰余金 4,449,556 4,449,556

利益剰余金 6,809,306 7,098,942

自己株式 △483,381 △482,804

株主資本合計 16,383,367 16,673,580

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △160,569 103,044

評価・換算差額等合計 △160,569 103,044

少数株主持分 101,863 96,199

純資産合計 16,324,661 16,872,824

負債純資産合計 31,264,742 33,953,366
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(2) 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21年4月1日 
 至 平成21年6月30日) 

当第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) 

売上高 4,682,087 4,812,032

売上原価 3,899,387 3,953,412

売上総利益 782,700 858,619

販売費及び一般管理費 716,389 677,921

営業利益 66,310 180,698

営業外収益   

受取利息 494 942

受取配当金 32,569 30,795

受取家賃 5,049 4,252

負ののれん償却額 － 2,371

持分法による投資利益 2,739 －

その他 3,992 5,981

営業外収益合計 44,846 44,344

営業外費用   

支払利息 33,866 35,973

その他 12,082 11,566

営業外費用合計 45,949 47,539

経常利益 65,208 177,503

特別損失   

投資有価証券評価損 － 2,046

特別損失合計 － 2,046

税金等調整前四半期純利益 65,208 175,456

法人税、住民税及び事業税 8,690 137,635

法人税等調整額 13,924 △69,377

法人税等合計 22,614 68,257

少数株主損益調整前四半期純利益 － 107,199

少数株主利益 － 5,664

四半期純利益 42,594 101,535
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（３）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(４) セグメント情報 

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 

  当第 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） 

  （単位：千円） 

報告セグメント  

印刷 電子部品

製 造 

不動産賃貸 計 

 

調整額 

四半期連

結損益計

算書計上

額 

売上高 

 外部顧客への売上 

 高 

 セグメント間の内 

部売上高又は振替 

高 

 

 

4,500,737 

 

 

－ 

252,408

－

58,886

29,382

4,812,032

29,382

 

 

－ 

 

 

△29,382 

4,812,032

－

計 4,500,737 252,408 88,268 4,841,414 △29,382 4,812,032

セグメント利益又は

損失（△） 

 

178,537 △58,697 60,858 180,698

 

－ 180,698

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 
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