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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 4,342 △15.4 51 ― 53 ― 26 △78.6
21年3月期第1四半期 5,135 ― △50 ― △49 ― 123 ―

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

22年3月期第1四半期 1.39 ―
21年3月期第1四半期 6.52 ―

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

22年3月期第1四半期 13,862 3,240 23.4 170.80
21年3月期 14,475 3,233 22.3 170.38

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,240百万円 21年3月期  3,233百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

9,600 △1.8 90 ― 80 ― 30 ― 1.58

通期 19,800 △1.7 280 255.9 250 401.2 110 100.8 5.79
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4.  その他 
(1) 期中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) 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  無  

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成21年５月15日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 21,460,000株 21年3月期  21,460,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,487,376株 21年3月期  2,479,408株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 18,974,815株 21年3月期第1四半期 18,990,428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、世界的な金融危機の影響を受けた景気の急激な悪化により、企

業収益の低下、雇用環境の悪化、個人消費の悪化など、厳しい状況で推移いたしました。 

印刷業界におきましては、受注競争激化による販売価格の下落、消費低迷による需要の減退など依然として厳しい

経営環境が続きました。 

このような経営環境の中、当社及び連結子会社は積極的な販売活動を展開し、営業基盤の拡大に努めるとともに、

生産体制の強化、原価の低減、販売費及び一般管理費の削減など収益の改善に取り組んでまいりました。しかしなが

ら、企業の活発な経費節減、設備投資の抑制など需要の急速な落ち込みにより厳しい状況で推移いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高43億42百万円（前年同四半期比15.4％減）となり、営業利

益51百万円（前年同四半期は営業損失50百万円）、経常利益53百万円（前年同四半期は経常損失49百万円）、四半期

純利益26百万円（前年同四半期比78.6％減）となりました。  

なお、当社グループの部門別の売上概況につきましては、次のとおりであります。 

①商業印刷部門 

当部門のうち、主力商品でありますカタログ、パンフレット類は各企業の経費削減の影響もあり減少となりまし

た。カレンダーにつきましては増加となりましたが、この部門全体の売上高は6億12百万円（前年同四半期比11.1％

減）となりました。 

②包装資材及び紙器、紙工品部門 

当部門のうち、軟包材につきましては原材料の値下がりによる売価の低減と需要の減退が相俟って減少となりま

した。また、紙器、紙袋類につきましても、景気減退の影響を受け小売業の販売不振により減少となり、この部門

全体の売上高は20億47百万円（前年同四半期比14.0％減）となりました。 

③情報機器及びサプライ品部門 

当部門のうち、タグ・ラベル、計量ラベル類につきましては、小売業の販売不振により減少となりました。情報

機器類につきましては、製造業の設備投資の抑制から減少となり、この部門全体の売上高は12億48百万円（前年同

四半期比17.9％減）となりました。 

④その他の部門 

当部門のうち、高圧、中低圧ポリ袋につきましては小売業の販売不振と環境対応によるレジ袋の有料化の影響を

受け減少となり、取次品の季節需要品である団扇につきましても不況化の中、経費節減の影響もあり減少となり、

この部門全体の売上高は４億33百万円（前年同四半期比19.9％減）となりました。  

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６億13百万円減少の138億62百万円となりまし

た。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億15百万円減少の63億46百万円なりました。これは受取手形及び売掛金

が３億74百万円、現金及び預金が２億75百万円減少したことなどによるものであります。固定資産は、前連結会計

年度末に比べ97百万円減少の75億15百万円となりました。これは機械装置及び運搬具が48百万円、建物及び構築物

が29百万円減少したことなどによるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ６億20百万円減少の106億21百万円となりました。これは短期借入金が２億

42百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が７億９百万円、賞与引当金が98百万円減少したことなどによるも

のであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ６百万円増加の32億40百万円となりました。 

これらの結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ42銭増加の170円80銭となり、自己資本比率は

22.3％から23.4％になりました。 

キャッシュ・フローの状況 

当第１四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。）の残高は６億82百万円とな

り、前連結会計年度末に比べて２億75百万円減少しております。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、３億90百万円（前年同四半期は５億91百万円

の減少）となりました。これは売上債権の減少額３億67百万円、減価償却費１億47百万円等資金が増加したもの

の、仕入債務の減少額７億６百万円、たな卸資産の増加額１億56百万円等資金が減少したことによるものでありま

す。 

定性的情報・財務諸表等

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
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(投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、11百万円（前年同四半期は１億77百万円の増

加）となりました。これは投資有価証券の売却18百万円等資金が増加したものの、有形固定資産の取得25百万円等

資金が減少したことによるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、１億26百万円（前年同四半期は２億46百万円

の増加）となりました。これは長期借入金の返済１億12百万円、配当金の支払55百万円等資金が減少したものの、

短期借入金の純増加額２億69百万円等資金が増加したことによるものであります。 

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）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

（３）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
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５．四半期連結財務諸表 
（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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,161,504 1,437,051

受取手形及び売掛金 3,174,019 3,548,020

商品及び製品 957,162 884,975

仕掛品 718,634 641,998

原材料 249,057 241,747

その他 120,724 136,438

貸倒引当金 △34,107 △27,285

流動資産合計 6,346,995 6,862,946

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,060,227 2,089,432

機械装置及び運搬具（純額） 1,325,964 1,374,604

土地 2,247,993 2,247,993

その他（純額） 277,727 310,664

有形固定資産合計 5,911,912 6,022,695

無形固定資産 79,841 84,810

投資その他の資産   

投資有価証券 609,888 555,574

繰延税金資産 702,945 747,007

その他 252,108 238,908

貸倒引当金 △41,571 △36,145

投資その他の資産合計 1,523,370 1,505,344

固定資産合計 7,515,124 7,612,850

資産合計 13,862,119 14,475,797

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,093,606 5,802,782

短期借入金 2,443,406 2,200,757

未払法人税等 12,834 20,837

賞与引当金 35,950 134,157

その他 498,042 456,463

流動負債合計 8,083,839 8,614,999

固定負債   

長期借入金 426,054 461,772

退職給付引当金 1,804,673 1,835,738

役員退職慰労引当金 116,990 120,420

その他 189,976 208,914

固定負債合計 2,537,695 2,626,845

負債合計 10,621,534 11,241,844
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,570,846 1,570,846

資本剰余金 835,777 835,777

利益剰余金 1,609,671 1,638,625

自己株式 △849,869 △846,261

株主資本合計 3,166,424 3,198,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 74,159 34,965

評価・換算差額等合計 74,159 34,965

少数株主持分 － －

純資産合計 3,240,584 3,233,952

負債純資産合計 13,862,119 14,475,797
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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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

売上高 5,135,344 4,342,502

売上原価 4,327,546 3,593,097

売上総利益 807,798 749,404

販売費及び一般管理費 858,633 697,892

営業利益又は営業損失（△） △50,834 51,512

営業外収益   

受取利息及び配当金 11,166 8,809

不動産賃貸料 1,322 3,922

受取保険金 1,640 1,221

その他 4,101 2,284

営業外収益合計 18,231 16,237

営業外費用   

支払利息 11,355 10,220

手形売却損 1,495 1,648

その他 3,555 2,590

営業外費用合計 16,405 14,458

経常利益又は経常損失（△） △49,008 53,292

特別利益   

固定資産売却益 275,470 －

投資有価証券売却益 － 5,626

その他 2,644 －

特別利益合計 278,114 5,626

特別損失   

固定資産処分損 3,716 2,702

投資有価証券評価損 625 －

特別損失合計 4,341 2,702

税金等調整前四半期純利益 224,764 56,215

法人税、住民税及び事業税 23,416 11,448

法人税等調整額 77,158 19,354

法人税等合計 100,574 30,803

少数株主利益又は少数株主損失（△） 246 △1,015

四半期純利益 123,943 26,427
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

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 224,764 56,215

減価償却費 168,826 147,631

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 12,247

賞与引当金の増減額（△は減少） △141,962 △98,207

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,530 △31,064

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,026 △3,429

受取利息及び受取配当金 △11,166 △8,809

支払利息 11,355 10,220

有形固定資産除売却損益（△は益） △271,753 2,702

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － △5,626

売上債権の増減額（△は増加） 115,408 367,014

たな卸資産の増減額（△は増加） 85,037 △156,133

仕入債務の増減額（△は減少） △707,227 △706,547

その他 73,038 44,641

小計 △487,184 △369,144

利息及び配当金の受取額 10,844 8,515

利息の支払額 △10,772 △9,956

法人税等の支払額 △104,700 △19,452

営業活動によるキャッシュ・フロー △591,812 △390,038

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △94,022 △25,708

有形固定資産の売却による収入 281,777 18

無形固定資産の取得による支出 △12,609 △4,534

投資有価証券の売却による収入 － 18,676

貸付けによる支出 △31,000 △1,600

貸付金の回収による収入 36,989 4,063

その他 △3,603 △2,871

投資活動によるキャッシュ・フロー 177,532 △11,956

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） 434,493 269,069

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △93,018 △112,138

リース債務の返済による支出 △35,763 △22,400

自己株式の取得による支出 △142 △202

配当金の支払額 △55,422 △55,491

少数株主への配当金の支払額 △3,346 △2,390

財務活動によるキャッシュ・フロー 246,801 126,447

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △167,478 △275,547

現金及び現金同等物の期首残高 1,239,549 957,651

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,072,071 682,104
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 該当事項はありません。 

  

当社及び連結子会社は、印刷事業のみを営んでおり、事業の種類別セグメントの注記を省略しております。 

  

当社及び連結子会社は、在外支店がなく、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため該当事項は

ありません。  

   

当社及び連結子会社は、海外売上高が著しく僅少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。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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当社グループは印刷事業セグメントのみであるため、事業部門別により記載しております。  

１．販売の状況 

部門別売上高 

２．受注の状況 

部門別受注状況 

  

  

６．販売及び受注の状況

事業部門 

当第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） 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

増減 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

商業印刷   612,836  689,898  △77,061

包装資材及び紙器、紙工品   2,047,642  2,382,870  △335,228

情報機器及びサプライ品   1,248,597  1,521,048  △272,450

その他   433,424  541,527  △108,102

合計   4,342,502  5,135,344  △792,842

事業部門 

当第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） 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

増減 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

金額 
（千円） 

金額 
（千円） 

金額 
（千円） 

金額 
（千円） 

金額 
（千円） 

金額 
（千円） 

商業印刷  593,938 170,621 678,765 180,232  △84,826 △9,610

包装資材及び紙器、紙工品  1,882,488 804,803 2,251,069 805,729  △368,580 △925

情報機器及びサプライ品  1,256,672 477,052 1,539,093 498,653  △282,420 △21,600

その他  422,977 40,958 540,055 51,131  △117,077 △10,173

合計  4,156,077 1,493,436 5,008,983 1,535,745  △852,906 △42,309
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