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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 3,095 △13.2 △101 ― △81 ― △59 ―
21年3月期第1四半期 3,567 ― △24 ― 5 ― 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

22年3月期第1四半期 △3.44 ―
21年3月期第1四半期 0.24 ―

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

22年3月期第1四半期 17,894 10,379 58.0 603.37
21年3月期 17,925 10,394 58.0 604.24

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,379百万円 21年3月期  10,394百万円

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

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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

6,590 △6.8 △75 ― △40 ― △40 ― △2.37

通期 14,160 △2.4 20 ― 95 ― 20 ― 1.19
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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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 17,825,050株 21年3月期  17,825,050株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  622,450株 21年3月期  622,450株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 17,202,600株 21年3月期第1四半期 17,202,881株

※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、
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、３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。 
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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の経済は、世界的な金融不安により大きな影響を受けた景気の急激な悪化に底打

ちの兆しが見えてきたものの、企業業績の不振や雇用環境の悪化、個人消費の低迷など依然として先行き不透明

な状況となっております。 

このような事業環境の中で当社は、「業績向上の年」を会社の年度方針として、顧客開拓や深耕営業を図ると

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、一般商業印刷物は、カタログや折込チラシなどが前第１四半期を下回り23億17百万円（前

年同四半期比17.1％減）、出版印刷物は４億26百万円（同4.4％減）、包装印刷物は３億51百万円（同8.2％増）

となり、厳しい環境の中で、当社の主力分野である一般商業印刷物が前年実績を大幅に下回りました。 

以上の結果、売上高は30億95百万円（前年同四半期比13.2％減）、営業損失は１億１百万円（前年同四半期は

営業損失24百万円）、経常損失は81百万円（前年同四半期は経常利益５百万円）、四半期純損失は59百万円（前

年同四半期は四半期純利益４百万円）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81百万円増加し、55億83百万円となりました。

これは、受取手形及び売掛金が４億96百万円減少しましたが、現金及び預金が４億78百万円、繰延税金資産が

37百万円それぞれ増加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１億12百万円減少し、123億10百万円となりま

した。これは、投資有価証券が１億53百万円増加しましたが、機械及び装置が１億57百万円減少したこと等が

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52百万円減少し、50億75百万円となりました。

これは、短期借入金が３億70百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が２億40百万円、賞与引当金が１億

37百万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36百万円増加し、24億39百万円となりました。

これは、長期借入金が50百万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14百万円減少し、103億79百万円となりました。

これは、その他有価証券評価差額金が95百万円増加しましたが、利益剰余金が１億10百万円減少したこと等が

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22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21年５月15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 

該当事項はありません。 
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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21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,750,845 1,272,601

受取手形及び売掛金 2,950,619 3,447,315

有価証券 200,350 200,380

製品 88,320 101,381

仕掛品 276,865 240,407

原材料及び貯蔵品 116,110 118,663

繰延税金資産 204,000 167,000

その他 67,246 37,515

貸倒引当金 △70,986 △83,243

流動資産合計 5,583,372 5,502,021

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,435,683 2,471,265

機械及び装置（純額） 2,597,742 2,755,622

土地 3,840,535 3,840,535

その他（純額） 302,881 313,989

有形固定資産合計 9,176,842 9,381,411

無形固定資産 63,700 68,995

投資その他の資産   

投資有価証券 2,171,224 2,017,532

繰延税金資産 661,000 717,000

その他 505,165 505,453

貸倒引当金 △266,996 △267,396

投資その他の資産合計 3,070,392 2,972,589

固定資産合計 12,310,935 12,422,996

資産合計 17,894,307 17,925,017
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,647,652 1,887,658

短期借入金 2,490,000 2,120,000

1年内返済予定の長期借入金 － 50,000

未払法人税等 7,000 15,000

賞与引当金 137,000 274,000

その他 793,409 781,095

流動負債合計 5,075,062 5,127,754

固定負債   

長期借入金 150,000 100,000

退職給付引当金 1,926,440 1,926,015

役員退職慰労引当金 261,227 269,474

その他 102,014 107,233

固定負債合計 2,439,681 2,402,722

負債合計 7,514,743 7,530,476

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 8,206,783 8,317,554

自己株式 △405,195 △405,195

株主資本合計 10,087,237 10,198,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 292,326 196,532

評価・換算差額等合計 292,326 196,532

純資産合計 10,379,563 10,394,540

負債純資産合計 17,894,307 17,925,017
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(2) 四半期損益計算書 
第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,567,471 3,095,957

売上原価 2,899,646 2,593,994

売上総利益 667,825 501,962

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 101,878 88,782

貸倒引当金繰入額 53,174 －

給料及び手当 235,034 239,413

賞与引当金繰入額 64,563 45,367

退職給付引当金繰入額 16,986 15,706

役員退職慰労引当金繰入額 3,615 3,753

その他 216,786 210,415

販売費及び一般管理費合計 692,038 603,439

営業損失（△） △24,213 △101,476

営業外収益   

受取利息 594 452

受取配当金 19,731 15,904

不動産賃貸料 16,121 15,125

その他 12,991 7,662

営業外収益合計 49,439 39,143

営業外費用   

支払利息 8,546 8,567

不動産賃貸費用 8,799 8,306

その他 2,534 2,241

営業外費用合計 19,880 19,114

経常利益又は経常損失（△） 5,345 △81,447

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 12,257

未払金戻入益 20,314 －

その他 2,960 399

特別利益合計 23,274 12,656

特別損失   

固定資産売却損 654 －

固定資産廃棄損 1,168 19,375

その他 － 2,570

特別損失合計 1,822 21,946

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 26,797 △90,736

法人税、住民税及び事業税 3,058 2,438

法人税等調整額 19,537 △34,011

法人税等合計 22,595 △31,572

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,201 △59,163
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(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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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20年４月１日 

至 平成20年６月30日 

当第１四半期累計期間 

自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日 

前事業年度 

自 平成20年４月１日 

至 平成21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 

2,791,939 

443,916 

332,351 

106.7

77.7

102.0

2,310,590

422,344

348,648

82.8 

95.1 

104.9 

11,202,669 

1,827,156 

1,468,245 

100.2

84.8

110.4

計 3,568,207 101.5 3,081,583 86.4 14,498,071 98.9

（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20年４月１日 

至 平成20年６月30日 

当第１四半期累計期間 

自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日 

前事業年度 

自 平成20年４月１日 

至 平成21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 

3,154,590 

470,006 

403,671 

113.6

89.1

128.5

2,544,948

451,141

435,193

80.7 

96.0 

107.8 

10,980,036 

1,827,468 

1,453,774 

97.6

88.9

108.8

計 4,028,268 111.3 3,431,283 85.2 14,261,278 97.4

（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20年６月30日 

当第１四半期会計期間末 

平成21年６月30日 

前事業年度末 

平成21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 

1,394,051 

246,916 

187,498 

123.8

89.8

205.7

1,036,855

233,940

180,955

74.4 

94.7 

96.5 

809,292 

209,574 

97,558 

78.2

93.9

89.5

計 1,828,466 122.5 1,451,752 79.4 1,116,425 81.6

（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20年４月１日 

至 平成20年６月30日 

当第１四半期累計期間 

自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日 

前事業年度 

自 平成20年４月１日 

至 平成21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 

2,796,023 

446,210 

325,237 

106.3

77.5

100.4

2,317,385

426,774

351,797

82.9 

95.6 

108.2 

11,206,226 

1,841,015 

1,465,279 

100.1

85.4

110.3

計 3,567,471 101.0 3,095,957 86.8 14,512,521 98.9
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