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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 13,426 1.3 260 57.1 253 58.8 125 △22.5
25年3月期第3四半期 13,246 △1.5 165 △7.4 159 △12.5 162 △50.9

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 148百万円 （△12.1％） 25年3月期第3四半期 168百万円 （△55.8％）

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

26年3月期第3四半期 6.96 ―
25年3月期第3四半期 8.86 ―

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

26年3月期第3四半期 13,696 3,636 26.1 202.98
25年3月期 12,810 3,602 27.8 196.70
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,587百万円 25年3月期 3,563百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 3.00 3.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 17,450 2.8 240 102.8 220 98.5 110 △8.3 6.02



(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
法に基づく四半期連結財務諸表に対する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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。 

※ 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
②①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） 26年3月期3Q 21,460,000 株 25年3月期 21,460,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 3,785,191 株 25年3月期 3,341,413 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 18,046,305 株 25年3月期3Q 18,305,261 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚

起する成長戦略によりデフレ経済からの脱却と成長を促す政策が実行されるなか、実体経済への波及も見え始め、企

業収益の改善などから景気は緩やかながら一部に回復の兆しが見られました。しかしながら一方で、円安進行による

原材料価格の上昇による物価高も見受けられ、更に今年４月から消費税の増税による消費マインドの減退懸念など先

行き不透明な状況で推移いたしました。 

 このような経済状況のもと、当社及び連結子会社は「お客様から信頼され必要とされる存在」であり続けるため、

グループの総力を結集し「品質の向上」を最優先事項と認識し、信頼される製品を提供することで他社との差別化を

図りつつ、適正な製品価格の実現に努め収益の回復を図ってまいりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は134億26百万円（前年同期比1.3％増）となり、営業

利益は２億60百万円（前年同期比57.1％増）、経常利益は２億53百万円（前年同期比58.8％増）、四半期純利益は１

億25百万円（前年同期比22.5％減）となりました。 

なお、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、事業部門別の売上概況を示せば、次のとおりで

あります。また、利益については管理上、部門別には把握しておりません。 

①商業印刷部門 

当部門の商業印刷は、企業の広告宣伝費抑制の影響を受けたものの、新規受注に努め堅調に推移しましたが、別注

カレンダーは採算重視により受注が減少したことなどから、この部門全体の売上高は16億14百万円（前年同期比

1.5％減）となりました。 

②包装資材及び紙器、紙工品部門 

 当部門の軟包装は、お取引先の在庫抑制などから軟調に推移しましたが、紙器、紙工品は設備投資効果による拡販

が奏功し堅調であったことから、この部門全体の売上高は68億76百万円（前年同期比0.9％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、新規受注を獲得したことにより増加となり、タグ、ラベル、シール類も堅調に推移し、こ

の部門全体の売上高は36億13百万円（前年同期比1.5％増）となりました。 

④その他の部門 

 当部門の化成品類はお取引先の需要が回復したことと、販売価格の修正が順調に推移し、この部門全体の売上高

は13億22百万円（前年同期比7.0％増）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 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８億85百万円増加の136億96百万円となりまし

た。  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ７億48百万円増加の65億39百万円となりました。これは現金及び預金が３

億12百万円、受取手形及び売掛金が４億76百万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１億37百万円増加の71億57百万円となりました。これは機械装置及び運搬具（純額）が３億38百万

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８億51百万円増加の100億59百万円となりました。これは支払手形及び買掛

金が２億77百万円、短期借入金が１億48百万円、長期借入金が３億83百万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33百万円増加の36億36百万円となりました。 

 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６円28銭増加の202円98銭となり、自己資本比率

は27.8％から26.1％になりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の通期の業績予想につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はござい

ません。 

※ 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．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,042,595 1,354,932

受取手形及び売掛金 3,144,455 3,620,597

商品及び製品 871,173 869,312

仕掛品 410,922 443,443

原材料 182,776 154,124

その他 152,568 104,690

貸倒引当金 △13,668 △8,022

流動資産合計 5,790,823 6,539,078

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,787,132 1,703,109

機械装置及び運搬具（純額） 1,953,517 2,291,923

土地 2,232,632 2,255,897

建設仮勘定 102,508 6,300

その他（純額） 125,841 121,977

有形固定資産合計 6,201,632 6,379,208

無形固定資産 47,543 44,556

投資その他の資産   

投資有価証券 227,612 249,262

繰延税金資産 416,988 391,625

その他 167,719 105,702

貸倒引当金 △41,894 △13,210

投資その他の資産合計 770,425 733,379

固定資産合計 7,019,601 7,157,145

資産合計 12,810,425 13,696,223

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,979,615 5,256,919

短期借入金 1,649,923 1,798,125

未払法人税等 44,254 18,858

賞与引当金 80,373 31,651

その他 531,314 693,973

流動負債合計 7,285,481 7,799,529

固定負債   

長期借入金 498,740 882,370

退職給付引当金 1,022,393 1,013,408

役員退職慰労引当金 100,251 85,953

長期未払金 178,552 158,398

その他 122,551 120,293

固定負債合計 1,922,488 2,260,424

負債合計 9,207,970 10,059,953
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25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 835,777 835,777

利益剰余金 2,106,785 2,178,964

自己株式 △974,922 △1,034,419

株主資本合計 3,538,486 3,551,169

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 25,441 36,468

その他の包括利益累計額合計 25,441 36,468

少数株主持分 38,527 48,632

純資産合計 3,602,455 3,636,269

負債純資産合計 12,810,425 13,696,223
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（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 13,246,441 13,426,143

売上原価 11,182,329 11,295,043

売上総利益 2,064,111 2,131,100

販売費及び一般管理費 1,898,440 1,870,713

営業利益 165,670 260,386

営業外収益   

受取利息及び配当金 5,916 5,214

不動産賃貸料 3,946 4,000

その他 7,717 7,758

営業外収益合計 17,581 16,973

営業外費用   

支払利息 19,599 19,085

手形売却損 2,293 2,125

その他 1,841 2,738

営業外費用合計 23,735 23,950

経常利益 159,516 253,409

特別利益   

固定資産売却益 157,247 1,006

特別利益合計 157,247 1,006

特別損失   

固定資産処分損 3,881 5,428

特別損失合計 3,881 5,428

税金等調整前四半期純利益 312,883 248,988

法人税、住民税及び事業税 83,523 64,851

法人税等調整額 58,068 46,849

法人税等合計 141,591 111,701

少数株主損益調整前四半期純利益 171,291 137,287

少数株主利益 9,017 11,669

四半期純利益 162,273 125,617
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（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 171,291 137,287

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,411 11,026

その他の包括利益合計 △2,411 11,026

四半期包括利益 168,879 148,314

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 159,862 136,644

少数株主に係る四半期包括利益 9,017 11,669
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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