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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 8,697 △11.0 71 ― 69 ― 25 ―
21年3月期第2四半期 9,776 ― △215 ― △224 ― △8 ―

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2四半期 1.34 ―
21年3月期第2四半期 △0.44 ―

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2四半期 13,642 3,228 23.6 170.12
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2四半期  3,228百万円 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
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

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

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 18,600 △7.7 260 230.5 240 381.1 110 100.8 5.79



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 
１．平成21年５月15日に公表いたしました、平成22年３月期第２四半期及び通期連結業績予想を修正しております。 
２．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、発表日現在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
後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予
想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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2四半期 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2四半期  2,485,295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2四半期 18,974,808株 21年3月期第2四半期 18,986,257株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融危機に端を発した景気後退が継続し、企業収益の大幅な減

少による設備投資の抑制や、雇用情勢などの悪化により消費が低迷し、引き続き厳しい状況が続いています。 

印刷業界におきましては、広告宣伝費の抑制や消費低迷による需要減少に加え、競争激化による受注単価下落など

により厳しい経営環境が続きました。 

このような経営環境のなか、当社及び連結子会社は特定の印刷製品に特化することなく商業印刷、包装資材、情報

機器及びサプライ品といった幅広い製品群を特徴として受注拡大を図るとともに、新たに環境負荷の少ない水性フレ

キソ印刷設備を活用した特長ある製品作りを展開し、営業販促にも取り組んでまいりました。しかしながら、市場環

境の悪化が予想を大きく上回り需要が減退し売上高は低調のまま推移いたしましたが、利益面ではコスト管理の徹底

を図り、販売管理費の削減に努めました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は86億97百万円（前年同四半期比11.0％減）、営業利益は71百万円

（前年同四半期は営業損失２億15百万円）、経常利益は69百万円（前年同四半期は経常損失２億24百万円）、四半期

純利益は25百万円（前年同四半期は純損失８百万円）の計上となりました。 

なお、当社及び連結子会社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や競争激化により減少とな

りました。一方、カレンダー、出版物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11億18百万円

（前年同四半期比12.7％減）となりました。 

②包装資材及び紙器、紙工品部門 

当部門のビジネスフォームにつきましては、大口取引先の開拓や環境対応商品であります水性フレキソ印刷の積

極的な営業を展開し増加となりました。一方、紙器は昨年のスポット受注品の実績を埋められず減少し、紙袋類や

包装紙につきましても小売業の販売不振の影響で減少となり、この部門全体の売上高は43億８百万円（前年同四半

期比6.1％減）となりました。 

③情報機器及びサプライ品部門 

当部門の情報機器及びラベリングマシンにつきましては、景気の先行き不安の影響による設備投資の減退により

減少となりました。また、タグ、ラベル類につきましても小売業界の販売不振による発注量の減少や価格競争の激

化の影響で減少となり、この部門全体の売上高は24億29百万円（前年同四半期比15.7％減）となりました。 

④その他の部門 

当部門の高圧、中低圧ポリ袋につきましては、小売業の販売不振と量販店のレジ袋の有料化の影響を受け減少

し、取次品の季節商品であります団扇も経費削減と競争激化で減少となり、この部門全体の売上高は８億40百万円

（前年同四半期比17.5％減）となりました。 

当第２四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８億33百万円減少の136億42百万円となりまし

た。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ７億49百万円減少の61億13百万円となりました。これは仕掛品が97百万円

増加したものの、受取手形及び売掛金が４億86百万円、現金及び預金が３億56百万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83百万円減少の75億28百万円となりました。これは投資有価証

券が50百万円増加したものの、建物及び構築物が69百万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８億27百万円減少の104億14百万円となりました。これは短期借入金が52百

万円増加したものの、支払手形及び買掛金が６億19百万円、長期借入金が１億９百万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５百万円減少の32億28百万円となりました。 

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26銭減少の170円12銭となり、自己資本比率は

22.3％から23.6％になりました。  

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



キャッシュ・フローの状況 

当第２四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６億０百万円とな

り、前連結会計年度末に比べて３億56百万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２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、15百万円（前年同四半期は６億59百万円の減

少）となりました。これは仕入債務の減少額６億18百万円、たな卸資産の増加１億20百万円等資金が減少したもの

の、売上債権の減少額４億79百万円、減価償却費２億95百万円等資金が増加したことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四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、２億13百万円（前年同四半期は１億31百万円

の増加）となりました。これは主に有形固定資産の取得２億２百万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２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、１億58百万円（前年同四半期は78百万円の減

少）となりました。これは短期借入金の純増加額１億17百万円、長期借入れ50百万円により資金が増加したもの

の、長期借入金の返済２億24百万円、配当金の支払55百万円、リース債務の支払44百万円等資金が減少したことに

よるものであります。 

  

業績予想につきましては、第２四半期累計期間の業績及び今後の見通しを勘案し、平成21年５月15日発表の予想

数値を修正いたしました。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

覧ください。 

なお、個別業績予想につきましても、同様本日修正をいたしております。 

  

 該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。   

  

 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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,080,263 1,437,051

受取手形及び売掛金 3,061,733 3,548,020

商品及び製品 888,125 884,975

仕掛品 739,014 641,998

原材料 262,346 241,747

その他 116,193 136,438

貸倒引当金 △34,000 △27,285

流動資産合計 6,113,677 6,862,946

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,020,207 2,089,432

機械装置及び運搬具（純額） 1,399,392 1,374,604

土地 2,247,993 2,247,993

その他（純額） 253,530 310,664

有形固定資産合計 5,921,124 6,022,695

無形固定資産 87,354 84,810

投資その他の資産   

投資有価証券 606,141 555,574

繰延税金資産 711,156 747,007

その他 245,466 238,908

貸倒引当金 △42,345 △36,145

投資その他の資産合計 1,520,419 1,505,344

固定資産合計 7,528,898 7,612,850

資産合計 13,642,576 14,475,797

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,183,212 5,802,782

短期借入金 2,253,422 2,200,757

未払法人税等 27,314 20,837

賞与引当金 107,120 134,157

その他 400,543 456,463

流動負債合計 7,971,613 8,614,999

固定負債   

長期借入金 352,520 461,772

退職給付引当金 1,796,743 1,835,738

役員退職慰労引当金 119,190 120,420

その他 174,497 208,914

固定負債合計 2,442,950 2,626,845

負債合計 10,414,564 11,241,844



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,608,743 1,638,625

自己株式 △848,629 △846,261

株主資本合計 3,166,737 3,198,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61,273 34,965

評価・換算差額等合計 61,273 34,965

少数株主持分 － －

純資産合計 3,228,011 3,233,952

負債純資産合計 13,642,576 14,475,797



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,776,222 8,697,399

売上原価 8,329,237 7,263,271

売上総利益 1,446,984 1,434,127

販売費及び一般管理費 1,662,172 1,362,559

営業利益又は営業損失（△） △215,187 71,568

営業外収益   

受取利息及び配当金 12,369 10,036

不動産賃貸料 2,613 7,770

受取保険金 1,669 1,221

その他 8,139 5,874

営業外収益合計 24,792 24,902

営業外費用   

支払利息 23,411 20,747

手形売却損 3,633 3,273

その他 7,399 3,351

営業外費用合計 34,445 27,372

経常利益又は経常損失（△） △224,840 69,098

特別利益   

固定資産売却益 275,628 －

投資有価証券売却益 － 5,539

特別利益合計 275,628 5,539

特別損失   

固定資産処分損 22,812 5,503

投資有価証券売却損 10,818 －

投資有価証券評価損 3,761 －

特別損失合計 37,393 5,503

税金等調整前四半期純利益 13,394 69,134

法人税、住民税及び事業税 18,890 21,217

法人税等調整額 3,157 22,069

法人税等合計 22,048 43,287

少数株主利益又は少数株主損失（△） △230 347

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8,423 25,500



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 13,394 69,134

減価償却費 334,414 295,348

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,726 12,914

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,235 △27,037

退職給付引当金の増減額（△は減少） △74,162 △38,994

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,174 △1,230

受取利息及び受取配当金 △12,369 △10,036

支払利息 23,411 20,747

有形固定資産除売却損益（△は益） △252,815 5,503

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 14,580 △5,539

売上債権の増減額（△は増加） 499,736 479,491

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,772 △120,765

仕入債務の増減額（△は減少） △1,036,665 △618,382

その他 △52,414 △21,175

小計 △549,998 39,976

利息及び配当金の受取額 12,413 10,086

利息の支払額 △22,313 △19,986

法人税等の支払額 △99,506 △14,740

営業活動によるキャッシュ・フロー △659,405 15,334

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 △116,918 △202,059

有形固定資産の売却による収入 283,901 1,116

無形固定資産の取得による支出 △34,255 △15,279

投資有価証券の取得による支出 △41,862 △19,576

投資有価証券の売却による収入 41,556 18,817

貸付けによる支出 △32,000 △1,600

貸付金の回収による収入 40,024 5,077

その他 △9,379 312

投資活動によるキャッシュ・フロー 131,066 △213,191

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） 107,598 117,809

長期借入れによる収入 210,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △270,343 △224,396

リース債務の返済による支出 △65,652 △44,267

自己株式の取得による支出 △979 △325

配当金の支払額 △55,307 △55,362

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 △78,030 △158,931

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） △606,369 △356,788

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 633,180 600,863



 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



販売及び受注の状況  

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．その他の情報

事業部門 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

増減 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

商業印刷  1,281,892   1,118,215  △163,677

包装資材及び紙器、紙工品  4,591,235   4,308,923  △282,312

情報機器及びサプライ品  2,884,182   2,429,884  △454,298

その他  1,018,911   840,376  △178,535

合計  9,776,222   8,697,399  △1,078,823

事業部門 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９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  1,298,531 208,003 1,125,372 196,676  △173,159 △11,326

包装資材及び紙器、紙工品  4,432,604 778,899 4,106,201 767,235  △326,403 △11,663

情報機器及びサプライ品  2,847,356 443,782 2,391,516 430,610  △455,839 △13,171

その他  1,016,942 50,634 838,128 49,158  △178,813 △1,476

合計  9,595,435 1,481,320 8,461,219 1,443,681  △1,134,215 △37,638
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