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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 13,246 △1.5 165 △7.4 159 △12.5 162 △50.9
24年3月期第3四半期 13,460 △2.6 179 △44.9 182 △44.3 331 53.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 168百万円 （△55.8％） 24年3月期第3四半期 382百万円 （107.0％）

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3四半期 8.86 ―
24年3月期第3四半期 17.71 ―

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3四半期 13,463 3,640 27.0 199.84
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3四半期  3,640百万円 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  ：  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 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3Q 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3Q 3,245,947 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3Q 18,305,261 株 24年3月期3Q 18,694,600 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要など一部に持ち直しの動きが見

られましたものの、長引くデフレ状況から脱却できず消費マインドは頭打ちとなっており、先行き不透明な状況で

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、生産設備の改修・改善を図るなど製品の品質向上に努め、

お取引先のニーズにお応えする製品を提供し収益増加に努めましたものの、受注競争による販売価格の低下などか

ら売上高は132億46百万円（前年同期比1.5％減）となりました。 

 損益面では、販売費及び一般管理費の削減に努めましたが、減収の影響などから営業利益１億65百万円（前年同

期比7.4％減）、経常利益１億59百万円（前年同期比12.5％減）、四半期純利益１億62百万円（前年同期比50.9％

減）となりました。 

①商業印刷部門 

当部門の高級美術印刷やカレンダーなどは企業の経費削減の影響などから受注が減少し、この部門全体の売上高

は16億38百万円（前年同期比4.0％減）となりました。 

②包装資材及び紙器、紙工品部門 

 当部門の包装資材はお取引先の在庫抑制や復興需要の反動減などにより減少となりましたが、紙器、紙工品は設

備投資効果などにより順調に推移し、この部門全体の売上高は68億14百万円（前年同期比0.8％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お取引先の設備投資減少基調の影響などにより低調に推移し、サプライ品も価格競争の激

化などにより受注が減少し、この部門全体の売上高は35億58百万円（前年同期比6.1％減）となりました。 

④その他の部門 

 当部門の化成品類は新規受注などにより順調に推移し、この部門全体の売上高は12億34百万円（前年同期比2.5％

増）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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４億69百万円増加の134億63百万円となりまし

た。  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ２億96百万円増加の64億39百万円となりました。これは現金及び預金が４

億１百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が６億67百万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１億73百万円増加の70億23百万円となりました。これは機械装置及び運搬具が１億

91百万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４億26百万円増加の98億23百万円となりました。これは未払法人税等が１

億24百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が６億23百万円、短期借入金が１億82百万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43百万円増加の36億40百万円となりました。 

 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７円49銭増加の199円84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27.0％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、政権交代後の経済政策に期待感があるものの、長引くデフレ

状況からの脱却の道筋は見えず厳しい経営環境が続くものと予想されますが、受注確保に努め、平成24年11月７日

に公表いたしました業績予想を据え置くものとします。 

※ 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（注記事項）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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,678,541 1,277,371

受取手形及び売掛金 2,999,335 3,667,152

商品及び製品 794,918 886,755

仕掛品 387,503 349,091

原材料 141,439 178,991

その他 156,199 96,178

貸倒引当金 △14,811 △16,169

流動資産合計 6,143,126 6,439,371

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,896,958 1,821,587

機械装置及び運搬具（純額） 1,749,020 1,940,950

土地 2,245,513 2,232,632

建設仮勘定 19,500 112,910

その他（純額） 138,931 129,722

有形固定資産合計 6,049,924 6,237,802

無形固定資産 46,361 39,624

投資その他の資産   

投資有価証券 187,543 192,403

繰延税金資産 432,993 421,519

その他 171,657 174,376

貸倒引当金 △38,242 △41,875

投資その他の資産合計 753,952 746,423

固定資産合計 6,850,238 7,023,850

資産合計 12,993,364 13,463,222

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,770,373 5,394,080

短期借入金 1,643,405 1,826,096

未払法人税等 141,030 16,357

賞与引当金 107,763 27,199

その他 640,993 574,234

流動負債合計 7,303,565 7,837,967

固定負債   

長期借入金 553,060 497,460

退職給付引当金 1,047,384 1,030,951

役員退職慰労引当金 107,403 98,648

長期未払金 261,217 238,020

その他 124,235 120,128

固定負債合計 2,093,300 1,985,207

負債合計 9,396,866 9,823,175



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12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 842,321 842,321

利益剰余金 2,051,571 2,159,363

自己株式 △874,354 △936,186

株主資本合計 3,590,384 3,636,344

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 3,703

その他の包括利益累計額合計 6,114 3,703

少数株主持分 － －

純資産合計 3,596,498 3,640,047

負債純資産合計 12,993,364 13,463,222



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 13,460,887 13,246,441

売上原価 11,311,661 11,182,329

売上総利益 2,149,226 2,064,111

販売費及び一般管理費 1,970,167 1,898,440

営業利益 179,058 165,670

営業外収益   

受取利息及び配当金 14,942 5,916

不動産賃貸料 11,384 3,946

その他 8,794 7,717

営業外収益合計 35,120 17,581

営業外費用   

支払利息 26,117 19,599

手形売却損 3,176 2,293

その他 2,512 1,841

営業外費用合計 31,806 23,735

経常利益 182,372 159,516

特別利益   

固定資産売却益 734,423 157,247

特別利益合計 734,423 157,247

特別損失   

固定資産処分損 89,757 3,881

投資有価証券売却損 154,466 －

投資有価証券評価損 1,736 －

その他 1,100 －

特別損失合計 247,059 3,881

税金等調整前四半期純利益 669,737 312,883

法人税、住民税及び事業税 262,158 83,523

法人税等調整額 51,887 58,068

法人税等合計 314,046 141,591

少数株主損益調整前四半期純利益 355,690 171,291

少数株主利益 24,562 9,017

四半期純利益 331,127 162,273



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 355,690 171,291

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 26,775 △2,411

その他の包括利益合計 26,775 △2,411

四半期包括利益 382,466 168,879

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 357,903 159,862

少数株主に係る四半期包括利益 24,562 9,017



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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