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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第1四半期 3,567 ― 18 ― 47 ― 4 ―
20年3月期第1四半期 3,530 1.0 16 △92.8 58 △79.3 31 △75.7

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

21年3月期第1四半期 0.24 ―
20年3月期第1四半期 1.86 1.86

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

21年3月期第1四半期 18,493 10,994 59.4 639.09
20年3月期 18,576 10,955 59.0 636.84

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,994百万円 20年3月期  10,955百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期累計期間 7,306 ― 86 ― 136 ― 68 ― 3.97
通期 15,400 4.9 310 210.4 400 82.4 206 97.4 11.98

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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（四半期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もの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  17,825,050株 20年3月期  17,825,050株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  622,206株 20年3月期  622,132株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  17,202,881株 20年3月期第1四半期  17,203,034株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、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仮定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、２ページ【定性的情報・
財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に基づき四半期財務諸表を作成しております。  

－ 1 －
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、米国の景気後退懸念や、原油・原材料価格の高騰に伴う物価上昇等によ

り個人消費は伸び悩み、景気の減速傾向は一層強まり、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような事業環境のなかで当社は、「売上200億円体制『実現の年』」を会社の年度方針として、顧客開拓

や合理化投資を図るとともに、更なるコスト低減を推進してまいりました。 

売上の部門別では、当社の主力分野である一般商業印刷物は、カタログなどを中心に前第１四半期を上回り27

億96百万円（前年同四半期比6.3％増）、出版印刷物は大口取引先の受注の減少が影響して４億46百万円（同

22.5％減）、包装印刷物は３億25百万円（同0.4％増）となりました。 

なお、５月20日に発生しました当社大口取引先の破産手続きを受け、当第１四半期において特別損失として貸

倒引当金繰入額を42百万円計上いたしました。 

以上の結果、売上高は35億67百万円（前年同四半期比1.0％増）、営業利益は18百万円（同8.5％増）、経常利

益は47百万円（同18.0％減）、四半期純利益は４百万円（同86.9％減）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当第１四半期末における流動資産は、前事業年度末と比べて１億９百万円減少し、57億72百万円となりまし

た。これは、現金及び預金が３億61百万円増加しましたが、売掛金が４億74百万円減少したこと等が主な要因

であります。 

（固定資産） 

当第１四半期末における固定資産は、前事業年度末と比べて26百万円増加し、127億20百万円となりました。

これは、機械及び装置が１億33百万円減少しましたが、投資有価証券が２億45百万円増加したこと等が主な要

因であります。 

（流動負債） 

当第１四半期末における流動負債は、前事業年度末と比べて１億25百万円減少し、54億円となりました。こ

れは、短期借入金が２億70百万円増加しましたが、買掛金が１億14百万円、未払法人税等が１億39百万円、賞

与引当金が１億78百万円それぞれ減少したこと等が主な要因であります。 

（固定負債） 

当第１四半期末における固定負債は、前事業年度末と比べて３百万円増加し、20億99百万円となりました。

これは、退職給付引当金が23百万円増加したこと等が主な要因であります。 

（純 資 産） 

当第１四半期末における純資産は、前事業年度末と比べて38百万円増加し、109億94百万円となりました。

これは、その他有価証券評価差額金が86百万円増加したこと等が主な要因であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、前回公表（平成20年５月23日付）

いたしました業績予想に変更はありません。 

 

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

 

(2) 四半期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 

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に基づき四半期財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期間よ

り「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、

主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下の基づく簿価切下げの方法）により算

定しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、

それぞれ24,502千円減少しております。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
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準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

が平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができるようになったこと

に伴い、当第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によってお

ります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる損益に与える影響はあり

ません。 

なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
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５．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

 
当第１四半期会計期間末 

（平成20年６月30日） 

前事業年度末に係る要約貸借対照表

（平成20年３月31日） 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,414,047 1,052,543

受取手形及び売掛金 3,471,335 3,872,292

有価証券 99,960 199,990

製品 109,454 120,879

仕掛品 312,500 289,619

原材料及び貯蔵品 142,999 129,260

繰延税金資産 213,000 198,000

その他 66,539 67,981

貸倒引当金 △57,062 △48,156

流動資産合計 5,772,774 5,882,409

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 2,554,904 2,588,702

機械及び装置（純額） 2,547,652 2,680,956

土地 3,845,672 3,845,672

その他（純額） 208,603 182,377

有形固定資産合計 9,156,833 9,297,708

無形固定資産 76,570 76,164

投資その他の資産 

投資有価証券 2,780,453 2,535,208

繰延税金資産 489,000 576,000

その他 402,395 397,090

貸倒引当金 △184,409 △188,116

投資その他の資産合計 3,487,439 3,320,181

固定資産合計 12,720,844 12,694,055

資産合計 18,493,618 18,576,464
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（単位：千円） 

 
当第１四半期会計期間末 

（平成20年６月30日） 

前事業年度末に係る要約貸借対照表

（平成20年３月31日） 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,916,344 2,049,784

短期借入金 2,350,000 2,080,000

１年内返済予定の長期借入金 150,000 100,000

未払法人税等 6,000 145,000

賞与引当金 195,500 374,000

その他 782,327 776,884

流動負債合計 5,400,171 5,525,669

固定負債 

長期借入金 － 50,000

退職給付引当金 1,800,696 1,777,407

役員退職慰労引当金 258,416 254,801

その他 40,156 13,136

固定負債合計 2,099,269 2,095,345

負債合計 7,499,440 7,621,015

 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,236,114 1,236,114

資本剰余金 1,049,534 1,049,534

利益剰余金 8,520,328 8,567,735

自己株式 △405,096 △405,065

株主資本合計 10,400,881 10,448,319

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 593,297 507,130

評価・換算差額等合計 593,297 507,130

純資産合計 10,994,178 10,955,449

負債純資産合計 18,493,618 18,576,464

 



サンメッセ株式会社（7883）平成 21 年３月期 第１四半期決算短信（非連結） 

 － 6 －

(2) 四半期損益計算書 

（単位：千円） 

 

当第１四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日） 

売上高 3,567,471

売上原価 2,899,646

売上総利益 667,825

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 101,878

貸倒引当金繰入額 10,888

給料及び手当 235,034

賞与引当金繰入額 64,563

退職給付引当金繰入額 16,986

役員退職慰労引当金繰入額 3,615

その他 216,786

販売費及び一般管理費合計 649,752

営業利益 18,073

営業外収益 

受取利息 594

受取配当金 19,731

不動産賃貸料 16,121

その他 12,991

営業外収益合計 49,439

営業外費用 

支払利息 8,546

不動産賃貸費用 8,799

その他 2,534

営業外費用合計 19,880

経常利益 47,632

特別利益 

前期損益修正益 20,314

その他 2,960

特別利益合計 23,274

特別損失 

固定資産売却損 654

固定資産廃棄損 1,168

貸倒引当金繰入額 42,286

特別損失合計 44,109

税引前四半期純利益 26,797

法人税、住民税及び事業税 3,058

法人税等調整額 19,537

法人税等合計 22,595

四半期純利益 4,201
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に基

づき四半期財務諸表を作成しております。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

該当事項はありません。 
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【参考】 

前第１四半期に係る財務諸表等 

 

四半期損益計算書 

（単位：千円） 

区   分 

前第１四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

Ⅰ売上高 3,530,655

Ⅱ売上原価 2,886,180

売上総利益 644,474

Ⅲ販売費及び一般管理費 627,824

営業利益 16,650

Ⅳ営業外収益 59,873

Ⅴ営業外費用 18,441

経常利益 58,081

Ⅵ特別利益 22,400

Ⅶ特別損失 2,661

税引前四半期純利益 77,820

法人税、住民税及び事業税 16,128

法人税等調整額 29,694

四半期純利益 31,997
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６．その他の情報 

 

生産、受注及び販売の状況 

 

以下の各項目の記載金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(1) 生産実績 

前第１四半期累計期間 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

当第１四半期累計期間 

自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日 

前事業年度 

自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日 区  分 

金額（千円） 
前年同期比

（％） 
金額（千円）

前年同期比

（％） 
金額（千円） 

前年同期比

（％） 

一般商業印刷物 

出 版 印 刷 物 

包 装 印 刷 物 

2,617,502 

571,121 

325,805 

102.2

87.8

110.5

2,791,939

443,916

332,351

106.7 

77.7 

102.0 

11,181,512 

2,154,841 

1,329,433 

100.5

87.5

106.3

計 3,514,428 100.2 3,568,207 101.5 14,665,787 98.8

（注）金額は販売価格で表示しております。 

 

(2) 受注実績 

① 受注高 

前第１四半期累計期間 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

当第１四半期累計期間 

自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日 

前事業年度 

自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日 区  分 

金額（千円） 
前年同期比

（％） 
金額（千円）

前年同期比

（％） 
金額（千円） 

前年同期比

（％） 

一般商業印刷物 

出 版 印 刷 物 

包 装 印 刷 物 

2,777,338 

527,546 

314,114 

98.0

78.5

102.9

3,154,590

470,006

403,671

113.6 

89.1 

128.5 

11,248,168 

2,056,228 

1,335,968 

98.9

83.2

108.9

計 3,618,999 95.0 4,028,268 111.3 14,640,365 97.1

（注）金額は販売価格で表示しております。 

 

② 受注残高 

前第１四半期会計期間末 

平成19年６月30日 

当第１四半期会計期間末 

平成20年６月30日 

前事業年度末 

平成20年３月31日 
区  分 

金額（千円） 
前年同期比

（％） 
金額（千円）

前年同期比

（％） 
金額（千円） 

前年同期比

（％） 

一般商業印刷物 

出 版 印 刷 物 

包 装 印 刷 物 

1,125,884 

275,092 

91,167 

112.2

79.4

67.9

1,394,051

246,916

187,498

123.8 

89.8 

205.7 

1,035,483 

223,121 

109,064 

105.7

69.0

108.0

計 1,492,143 100.5 1,828,466 122.5 1,367,669 97.4

（注）金額は販売価格で表示しております。 

 

(3) 販売実績 

前第１四半期累計期間 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

当第１四半期累計期間 

自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日 

前事業年度 

自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日 区  分 

金額（千円） 
前年同期比

（％） 
金額（千円）

前年同期比

（％） 
金額（千円） 

前年同期比

（％） 

一般商業印刷物 

出 版 印 刷 物 

包 装 印 刷 物 

2,630,885 

575,853 

323,915 

103.4

88.1

109.5

2,796,023

446,210

325,237

106.3 

77.5 

100.4 

11,192,115 

2,156,506 

1,327,872 

100.7

87.1

106.1

計 3,530,655 101.0 3,567,471 101.0 14,676,495 98.9

 

 




