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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 8,655 △0.4 129 80.7 131 90.8 112 342.9
22年3月期第2四半期 8,697 △11.0 71 ― 69 ― 25 ―

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2四半期 5.97 ―
22年3月期第2四半期 1.34 ―

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2四半期 13,821 3,337 24.1 176.63
22年3月期 13,527 3,353 24.8 176.88

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  3,337百万円 22年3月期  3,353百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 3.00 3.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 18,500 2.0 400 20.4 380 17.0 230 16.1 12.11



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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  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 

（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） 

※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きの対象外であり、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おります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成22年５月14日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記予想は、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って予想数値と異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 21,460,000株 22年3月期  21,460,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,563,748株 22年3月期  2,503,646株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 18,907,378株 22年3月期2Q 18,974,808株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の成長による輸出企業を中心とした業績の回復や政府

の景気対策効果などにより緩やかな回復の動きが見られましたが、デフレ経済の影響などで雇用環境の改善が遅れ

個人消費の低迷が続き依然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、企業の広告宣伝費の削減やデジタル化に伴う需要量の減少が進み競争の激化が続いて

おります。 

このような経営環境のなか、当社及び連結子会社では「品質・価格・スピード」をモットーに営業を展開すると

ともに、業務の合理化、効率化を図り環境負荷の少ない印刷方式による新製品の開発に取り組んでまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は86億55百万円（前年同期比0.4％減）、営業利益は１億29百万円

（前年同期比80.7％増）、経常利益は１億31百万円（前年同期比90.8％増）、四半期純利益は１億12百万円（前年

同期比342.9％増）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 

当部門のカタログ、パンフレット類は、依然と続く価格競争の激化と各企業の経費削減による市場の縮小影響に

より減少となり、カレンダーにつきましても発注部数の減少や発注時期のずれ込みなどにより減少となり、この部

門全体の売上高は９億67百万円（前年同期比13.4％減）となりました。 

②包装資材及び紙器、紙工品部門 

当部門の食品包装資材は水性フレキソ印刷による環境対応製品の提案が奏功して順調に推移し、ビジネスフォー

ム類につきましても引き続き増加となりました。一方、紙袋類は猛暑による衣類の販売不振が影響し減少となりま

したが、この部門全体の売上高は44億53百万円（前年同期比3.3％増）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、ラベリングマシンは、新分野への営業拡大を図り増加となりました。一方、タグ、ラベル類

は競争激化による単価下落などにより減少となりましたが、この部門全体の売上高は24億69百万円（前年同期比

1.6％増）となりました。 

④その他の部門 

当部門の高圧ポリ袋は増加となりましたが、中低圧ポリ袋につきましては需要の減少と価格競争の激化などによ

り減少となり、この部門全体の売上高は７億65百万円（前年同期比8.9％減）となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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２億93百万円増加の138億21百万円となりまし

た。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ92百万円増加の60億62百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が

１億78百万円減少したものの、現金及び預金が１億21百万円、たな卸資産が89百万円、繰延税金資産が41百万円増

加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２億０百万円増加の77億58百万円と

なりました。これは建設仮勘定が１億36百万円、投資有価証券が93百万円、繰延税金資産が87百万円減少したもの

の、機械装置及び運搬具が３億88百万円、建物及び構築物が１億61百万円増加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３億８百万円増加の104億83百万円となりました。これは退職給付制度の変

更により退職給付引当金が７億９百万円、支払手形及び買掛金が１億57百万円減少したものの、長期未払金が４億

42百万円、長期借入金が３億３百万円、未払金が２億36百万円、短期借入金が１億23百万円、設備関係支払手形が

１億13百万円増加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15百万円減少の33億37百万円となりました。 

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25銭減少の176円63銭となり、自己資本比率は

24.8％から24.1％になりました。  

１．当四半期の連結業績等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７億６百万円とな

り、前連結会計年度末に比べて１億21百万円増加しております。 

（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、２億58百万円（前年同四半期は15百万円の増

加）となりました。これは仕入債務の減少額１億57百万円、退職給付引当金の減少額１億26百万円、たな卸資産の

増加額89百万円、法人税等の支払額83百万円等資金が減少したものの、減価償却費２億98百万円、売上債権の減少

額２億53百万円、税金等調整前四半期純利益２億38百万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、４億62百万円（前年同四半期は２億13百万円

の減少）となりました。これは主に有形固定資産の取得４億31百万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増加は３億26百万円（前年同四半期は１億58百万円の

減少）となりました。これは長期借入金の返済１億87百万円、配当金の支払55百万円等資金が減少したものの、長

期借入れ６億円等資金が増加したことによるものであります。 

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

（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 

 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 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 なお、当社は不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を有していますが、当該債務に関連

する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることが

できません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。  

２．その他の情報



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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,185,899 1,063,900

受取手形及び売掛金 3,007,060 3,185,554

商品及び製品 1,013,292 972,375

仕掛品 485,142 442,897

原材料 221,227 214,517

その他 162,766 98,190

貸倒引当金 △12,866 △7,850

流動資産合計 6,062,520 5,969,585

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,080,408 1,918,930

機械装置及び運搬具（純額） 1,857,574 1,469,265

土地 2,247,993 2,247,993

建設仮勘定 4,285 140,585

その他（純額） 192,484 216,845

有形固定資産合計 6,382,745 5,993,620

無形固定資産 86,149 95,884

投資その他の資産   

投資有価証券 511,554 605,175

繰延税金資産 633,216 720,610

その他 186,458 205,202

貸倒引当金 △41,215 △62,329

投資その他の資産合計 1,290,013 1,468,658

固定資産合計 7,758,908 7,558,163

資産合計 13,821,429 13,527,749

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,990,531 5,148,141

短期借入金 2,141,707 2,018,661

未払法人税等 43,617 89,004

賞与引当金 107,144 106,235

その他 946,390 570,910

流動負債合計 8,229,390 7,932,952

固定負債   

長期借入金 543,100 239,840

退職給付引当金 1,017,784 1,727,027

役員退職慰労引当金 104,318 123,258

長期未払金 442,394 －

その他 146,640 151,600

固定負債合計 2,254,238 2,241,726

負債合計 10,483,629 10,174,679



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22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 1,838,971 1,781,270

自己株式 △858,818 △843,286

株主資本合計 3,386,776 3,344,607

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △48,976 8,462

評価・換算差額等合計 △48,976 8,462

少数株主持分 － －

純資産合計 3,337,800 3,353,070

負債純資産合計 13,821,429 13,527,749



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 8,697,399 8,655,940

売上原価 7,263,271 7,237,508

売上総利益 1,434,127 1,418,432

販売費及び一般管理費 1,362,559 1,289,098

営業利益 71,568 129,333

営業外収益   

受取利息及び配当金 10,036 10,758

不動産賃貸料 7,770 7,776

受取保険金 1,221 1,017

その他 5,874 5,156

営業外収益合計 24,902 24,709

営業外費用   

支払利息 20,747 16,525

手形売却損 3,273 2,122

その他 3,351 3,550

営業外費用合計 27,372 22,197

経常利益 69,098 131,844

特別利益   

固定資産売却益 － 112

投資有価証券売却益 5,539 －

退職給付制度終了益 － 115,074

特別利益合計 5,539 115,187

特別損失   

固定資産処分損 5,503 8,328

特別損失合計 5,503 8,328

税金等調整前四半期純利益 69,134 238,703

法人税、住民税及び事業税 21,217 37,672

法人税等調整額 22,069 93,611

法人税等合計 43,287 131,283

少数株主損益調整前四半期純利益 － 107,420

少数株主利益又は少数株主損失（△） 347 △5,532

四半期純利益 25,500 112,952



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 69,134 238,703

減価償却費 295,348 298,512

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,914 △16,097

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,037 909

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38,994 △126,024

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,230 △18,940

長期未払金の増減額（△は減少） － △29,598

受取利息及び受取配当金 △10,036 △10,758

支払利息 20,747 16,525

有形固定資産除売却損益（△は益） 5,503 8,216

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △5,539 －

売上債権の増減額（△は増加） 479,491 253,106

たな卸資産の増減額（△は増加） △120,765 △89,871

仕入債務の増減額（△は減少） △618,382 △157,351

その他 △21,175 △18,878

小計 39,976 348,453

利息及び配当金の受取額 10,086 10,744

利息の支払額 △19,986 △17,758

法人税等の支払額 △14,740 △83,058

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,334 258,380

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 △202,059 △431,808

有形固定資産の売却による収入 1,116 901

無形固定資産の取得による支出 △15,279 △22,002

投資有価証券の取得による支出 △19,576 △3,040

投資有価証券の売却による収入 18,817 －

貸付けによる支出 △1,600 △9,785

貸付金の回収による収入 5,077 2,977

その他 312 125

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,191 △462,631

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） 117,809 13,498

長期借入れによる収入 50,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △224,396 △187,192

リース債務の返済による支出 △44,267 △34,745

自己株式の取得による支出 △325 △7,609

配当金の支払額 △55,362 △55,310

少数株主への配当金の支払額 △2,390 △2,390

財務活動によるキャッシュ・フロー △158,931 326,250

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） △356,788 121,999

現金及び現金同等物の期首残高 957,651 584,500

現金及び現金同等物の四半期末残高 600,863 706,499



 該当事項はありません。  

  

［事業の種類別セグメント情報］  

 前第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） 

  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。 

［所在地別セグメント情報］ 

 前第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） 

  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。 

［海外売上高］  

 前第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） 

  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。  

［セグメント情報］ 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

  当社及び連結子会社は、印刷事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（追加情報） 

 第１四半期連結累計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

（追加情報）  

 平成22年４月１日から退職一時金制度及び適格退職年金制度を一部変更して、退職一時金制度及び確定拠出年

金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成14年１月

31日）を適用しております。 

  これにより、特別利益として退職給付制度終了益115,074千円を計上しております。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他注記情報



（１）販売及び受注の状況 

     当社及び連結子会社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 

  

４．補足情報

事業部門 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

増減 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

商業印刷   1,118,215  967,813  △150,401

包装資材及び紙器、紙工品   4,308,923  4,453,124  144,201

情報機器及びサプライ品   2,429,884  2,469,450  39,565

その他   840,376  765,552  △74,823

合計   8,697,399  8,655,940  △41,458

事業部門 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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  1,125,372 196,676 983,013 180,647  △142,358 △16,029

包装資材及び紙器、紙工品  4,106,201 767,235 4,233,844 764,556  127,642 △2,679

情報機器及びサプライ品  2,391,516 430,610 2,461,514 400,965  69,998 △29,644

その他  838,128 49,158 763,142 48,119  △74,986 △1,038

合計  8,461,219 1,443,681 8,441,515 1,394,289  △19,704 △49,391
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