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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 8,109 △2.8 △0 ― △4 ― 69 557.1
24年3月期第2四半期 8,349 △3.5 77 △40.3 77 △41.2 10 △90.6

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 71百万円 （398.1％） 24年3月期第2四半期 14百万円 （△71.4％）

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2四半期 3.80 ―
24年3月期第2四半期 0.56 ―

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2四半期 12,612 3,542 28.1 194.56
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2四半期  3,542百万円 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 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 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  ：  有  
 連結業績予想の修正については、本日（平成24年11月７日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 16,700 △2.7 60 6.2 60 6.3 100 △62.6 5.45



(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示時点において、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種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2Q 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2Q 3,252,940 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2Q 18,343,981 株 24年3月期2Q 18,692,881 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、東日本大震災の影響から持ち直しの動きが見られたものの、

長引く円高や株式市場低迷の長期化などからデフレ状況が続き、個人消費も引き続き低調に推移し、先行き不透明

な状況下でありました。 

このような経営環境のなか、当社及び連結子会社は、継続的に製品の品質改善活動を進め、お取引先の満足と信

頼を得る製品を提供することに注力いたしましたが、価格競争の激化や消費低迷の影響などから製品販売数量が想

定を下回り、売上高は81億９百万円（前年同期比2.8％減）となりました。損益面では、製造コストや販売費及び一

般管理費の削減に努めましたが、減収の影響から営業損失０百万円（前年同期は77百万円の利益）、経常損失４百

万円（前年同期は77百万円の利益）、四半期純利益は固定資産譲渡による売却益などにより69百万円（前年同期比

557.1％増）となりました。 

①商業印刷部門 

当部門の製品は企業の広告宣伝費削減による影響が依然続いているものの、カタログ、パンフレット類は提案営

業が奏功し順調に推移し、この部門全体の売上高は８億87百万円（前年同期比4.2％増）となりました。 

②包装資材及び紙器、紙工品部門 

当部門の紙器類は設備投資効果などにより増加となりましたが、包装資材は前年度の大震災による復興需要の反

動減などにより減少となり、この部門全体の売上高は42億28百万円（前年同期比0.3％減）となりました。 

③情報機器及びサプライ品部門 

当部門の情報機器類はお取引先の設備投資減退により減少し、シール、情報タグ類も発注減や価格競争の激化に

より減少し、この部門全体の売上高は22億82百万円（前年同期比8.8％減）となりました。 

④その他の部門 

当部門の化成品類は価格競争や仕様変更による受注単価下落により減少し、この部門全体の売上高は７億10百万

円（前年同期比5.5％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３億80百万円減少の126億12百万円となりまし

た。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ４億29百万円減少の57億13百万円となりました。これは仕掛品が１億79百

万円、商品及び製品が１億15百万円増加したものの、現金及び預金が６億46百万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49百万円増加の68億99百万円となりました。これは機械装置及び

運搬具が１億11百万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３億26百万円減少の90億70百万円となりました。これは短期借入金が１億

86百万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54百万円減少の35億42百万円となりました。 

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２円21銭増加の194円56銭となり、自己資本比率

は前連結会計年度末に比べ27.7％から28.1％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を修正してお

ります。 

詳細につきましては、本日（平成24年11月７日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

※ 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（注記事項）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,678,541 1,031,596

受取手形及び売掛金 2,999,335 2,913,821

商品及び製品 794,918 910,354

仕掛品 387,503 566,634

原材料 141,439 168,520

その他 156,199 135,862

貸倒引当金 △14,811 △13,506

流動資産合計 6,143,126 5,713,284

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,896,958 1,835,305

機械装置及び運搬具（純額） 1,749,020 1,860,405

土地 2,245,513 2,232,632

建設仮勘定 19,500 50,276

その他（純額） 138,931 131,258

有形固定資産合計 6,049,924 6,109,877

無形固定資産 46,361 41,319

投資その他の資産   

投資有価証券 187,543 183,618

繰延税金資産 432,993 431,926

その他 171,657 174,853

貸倒引当金 △38,242 △42,241

投資その他の資産合計 753,952 748,156

固定資産合計 6,850,238 6,899,353

資産合計 12,993,364 12,612,637

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,770,373 4,856,770

短期借入金 1,643,405 1,456,760

未払法人税等 141,030 67,481

賞与引当金 107,763 106,715

その他 640,993 556,515

流動負債合計 7,303,565 7,044,242

固定負債   

長期借入金 553,060 510,660

退職給付引当金 1,047,384 1,051,585

役員退職慰労引当金 107,403 96,973

長期未払金 261,217 244,719

その他 124,235 121,963

固定負債合計 2,093,300 2,025,901

負債合計 9,396,866 9,070,143



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 2,066,849

自己株式 △874,354 △940,237

株主資本合計 3,590,384 3,539,778

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 2,714

その他の包括利益累計額合計 6,114 2,714

少数株主持分 － －

純資産合計 3,596,498 3,542,493

負債純資産合計 12,993,364 12,612,637



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 8,349,738 8,109,241

売上原価 6,984,020 6,856,953

売上総利益 1,365,717 1,252,288

販売費及び一般管理費 1,288,554 1,252,713

営業利益又は営業損失（△） 77,163 △424

営業外収益   

受取利息及び配当金 9,087 3,966

不動産賃貸料 7,780 2,566

その他 5,680 6,050

営業外収益合計 22,548 12,583

営業外費用   

支払利息 17,449 13,440

手形売却損 2,396 1,504

その他 2,406 1,784

営業外費用合計 22,253 16,730

経常利益又は経常損失（△） 77,458 △4,572

特別利益   

固定資産売却益 － 157,236

特別利益合計 － 157,236

特別損失   

固定資産処分損 2,033 1,259

投資有価証券評価損 8,239 5,727

特別損失合計 10,273 6,987

税金等調整前四半期純利益 67,185 145,677

法人税、住民税及び事業税 30,432 60,802

法人税等調整額 15,290 10,369

法人税等合計 45,722 71,172

少数株主損益調整前四半期純利益 21,462 74,504

少数株主利益 10,847 4,745

四半期純利益 10,615 69,759



（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 21,462 74,504

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,190 △3,399

その他の包括利益合計 △7,190 △3,399

四半期包括利益 14,272 71,104

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,425 66,359

少数株主に係る四半期包括利益 10,847 4,745



該当事項はありません。  

    

該当事項はありません。    

   

（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
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