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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 4,157 △0.2 69 77.5 68 60.6 33 204.9
24年3月期第1四半期 4,168 △5.2 39 △48.8 42 △48.4 10 △88.9

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 28百万円 （111.6％） 24年3月期第1四半期 13百万円 （△70.9％）

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

25年3月期第1四半期 1.79 ―
24年3月期第1四半期 0.58 ―

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

25年3月期第1四半期 12,649 3,500 27.7 192.32
24年3月期 12,993 3,596 27.7 192.35
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,500百万円 24年3月期  3,596百万円

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   

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

24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 17,400 1.2 200 254.0 200 254.6 202 △24.6 10.80



(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  

(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開始時点において、金融商品取引法
に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

※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あたっての注意事項等については、〔添付資料〕２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」を
ご参照ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 21,460,000 株 24年3月期 21,460,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,261,695 株 24年3月期 2,762,825 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 18,446,632 株 24年3月期1Q 18,708,692 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要などを背景とし、緩やかながら回復

が期待されたものの、震災復興需要の盛り上がりに欠け、加えて円高、株安、デフレの長期化や厳しい雇用環境が

継続しており、先行き予断を許さない不透明な状況で推移しました。 

 このような経営環境のなか、当社及び連結子会社は、製品の品質向上に注力し、お客様のニーズにお応えする製

品を提供し受注増加に努めましたものの、製品販売数量が当初見込みを下回るなどの影響から、売上高は41億57百

万円（前年同期比0.2％減）、営業利益は69百万円（前年同期比77.5％増）、経常利益は68百万円（前年同期比

60.6％増）、四半期純利益は33百万円（前年同期比204.9％増）となりました。 

①商業印刷部門 

 当部門のカタログ、パンフレット類は昨年の震災後の自粛から回復傾向が見受けられ増加となり、高級美術印刷

も引き続き技術力を駆使した提案が奏功し堅調に推移し、この部門全体の売上高は５億６百万円（前年同期比

9.9％増）となりました。 

②包装資材及び紙器、紙工品部門 

 当部門の包装資材はお取引先の在庫抑制などにより減少となりましたが、紙器類は設備投資効果などにより増加

となり、この部門全体の売上高は21億33百万円（前年同期比2.4％増）となりました。 

③情報機器及びサプライ品部門 

 当部門の情報機器類は新規開拓などにより堅調に推移しましたが、シール類は価格競争の影響を受け減少し、こ

の部門全体の売上高は11億68百万円（前年同期比5.5％減）となりました。 

④その他の部門 

 当部門の化成品類は仕様変更による受注単価下落などにより減少し、この部門全体の売上高は３億49百万円（前

年同期比9.7％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３億43百万円減少の126億49百万円となりま

した。  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億62百万円減少の57億80百万円となりました。これは現金及び預金が４

億90百万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19百万円増加の68億69

百万円となりました。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ２億46百万円減少の91億49百万円となりました。これは短期借入金が１億

42百万円増加したものの、未払法人税等が１億29百万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96百万円減少の35億０百万円となりました。 

 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３銭減少の192円32銭となり、自己資本比率は

前連結会計年度末と同様27.7％になりました。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の通期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想に変更はござ

いません。 

 なお、経営資源の有効活用を図るため、平成24年５月11日に公表いたしました固定資産譲渡による売却益150百

万円（概算）につきましては、平成25年３月期の第２四半期の業績に反映できる予定でおります。 

 ※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、実際の業績は今後

様々な要因によって大きく異なる可能性があります。  

   

（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 

該当事項はありません。    

（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。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,678,541 1,188,301

受取手形及び売掛金 2,999,335 3,022,608

商品及び製品 794,918 880,343

仕掛品 387,503 422,431

原材料 141,439 155,072

その他 156,199 126,157

貸倒引当金 △14,811 △14,490

流動資産合計 6,143,126 5,780,424

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,896,958 1,862,618

機械装置及び運搬具（純額） 1,749,020 1,796,045

土地 2,245,513 2,245,513

建設仮勘定 19,500 44,370

その他（純額） 138,931 131,337

有形固定資産合計 6,049,924 6,079,885

無形固定資産 46,361 43,534

投資その他の資産   

投資有価証券 187,543 181,111

繰延税金資産 432,993 430,276

その他 171,657 173,696

貸倒引当金 △38,242 △38,939

投資その他の資産合計 753,952 746,145

固定資産合計 6,850,238 6,869,565

資産合計 12,993,364 12,649,989

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,770,373 4,678,708

短期借入金 1,643,405 1,786,109

未払法人税等 141,030 11,950

賞与引当金 107,763 35,389

その他 640,993 627,236

流動負債合計 7,303,565 7,139,393

固定負債   

長期借入金 553,060 501,780

退職給付引当金 1,047,384 1,037,771

役員退職慰労引当金 107,403 95,203

長期未払金 261,217 253,144

その他 124,235 122,691

固定負債合計 2,093,300 2,010,590

負債合計 9,396,866 9,149,984



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,570,846 1,570,846

資本剰余金 842,321 842,321

利益剰余金 2,051,571 2,030,204

自己株式 △874,354 △945,221

株主資本合計 3,590,384 3,498,151

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,114 1,853

その他の包括利益累計額合計 6,114 1,853

少数株主持分 － －

純資産合計 3,596,498 3,500,004

負債純資産合計 12,993,364 12,649,989



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,168,433 4,157,968

売上原価 3,469,120 3,452,735

売上総利益 699,312 705,233

販売費及び一般管理費 660,265 635,919

営業利益 39,047 69,313

営業外収益   

受取利息及び配当金 7,790 2,646

不動産賃貸料 3,890 1,063

その他 2,532 3,359

営業外収益合計 14,213 7,069

営業外費用   

支払利息 8,550 6,705

手形売却損 1,393 769

その他 518 168

営業外費用合計 10,463 7,643

経常利益 42,797 68,739

特別損失   

固定資産処分損 271 100

投資有価証券評価損 1,517 1,425

特別損失合計 1,788 1,526

税金等調整前四半期純利益 41,008 67,213

法人税、住民税及び事業税 13,392 8,694

法人税等調整額 10,340 25,758

法人税等合計 23,733 34,452

少数株主損益調整前四半期純利益 17,275 32,760

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,417 △353

四半期純利益 10,858 33,114



（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 17,275 32,760

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,809 △4,260

その他の包括利益合計 △3,809 △4,260

四半期包括利益 13,466 28,500

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,048 28,854

少数株主に係る四半期包括利益 6,417 △353



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。 

   

   

  当社は平成24年５月11日開催の取締役会において、下記のとおり固定資産の譲渡を決議いたしました。 

①譲渡の理由 

 経営資源の有効活用を図るため、下記の固定資産について不動産売買契約（停止条件付）を締結し、譲渡するこ

とといたしました。 

②譲渡する相手会社の名称 

 譲渡先につきましては、先方との取り決めにより開示を控えさせていただきますが、譲渡先と当社の間には、記

載すべき資本関係、人的関係、取引関係はなく、関連当事者に該当いたしません。 

③譲渡資産の内容 

 譲渡資産の種類  土地（2,433.46㎡） 建物（延1,766.08㎡） 

 譲渡資産の所在地 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山69番地１   

 現 況      中部事業所の一部   

 譲渡資産の簿価  15百万円 

 譲渡価額     184百万円  

④譲渡の日程 

 契約締結日 平成24年５月22日 

 引 渡 日 平成24年８月（予定） 

       （但し、停止条件の成就を前提とする）  

⑤損益に与える影響額 

 当該固定資産の譲渡に伴い、当連結会計年度において固定資産売却益150百万円（概算）を計上する予定です。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）追加情報
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