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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 9,603 △11.8 △309 ― △235 ― △219 ―
21年3月期第3四半期 10,882 ― △126 ― △50 ― △68 ―

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3四半期 △12.79 ―
21年3月期第3四半期 △3.96 ―

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3四半期 17,817 10,101 56.7 587.21
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3四半期  10,101百万円 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
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

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

（予想）
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 13,253 △8.7 △210 ― △139 ― △161 ― △9.41
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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3四半期 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3四半期  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3四半期 17,202,600株 21年3月期第3四半期 17,202,790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。 

－ 2 －



【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３四半期累計期間におけるわが国経済は、一部では回復の兆しがあるものの、株価低迷や円高を背景に、

企業収益の減少や設備投資の抑制、さらにはデフレ懸念と雇用情勢の悪化傾向が続いており、依然として厳しい

状況で推移いたしました。 

印刷業界におきましても、広告宣伝費の抑制やそれに伴う受注競争の激化など、印刷業界を取り巻く環境は厳

しさを増しております。 

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、設備の合理化投資を図るとと

もに、顧客開拓や深耕営業、一層の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３四半期累計期間を下回り71億82百

万円（前年同期比14.8%減）、出版印刷物は12億51百万円（同5.3%減）、包装印刷物は11億69百万円（同3.5%

増）となり、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96億３百万円（前年同期比11.8%減）、営業損失は３億９百万円（前年同期は営業損失

１億26百万円）、経常損失は２億35百万円（前年同期は経常損失50百万円）、四半期純損失は２億19百万円（前

年同期は四半期純損失68百万円）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３四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末と比べて５億95百万円減少し、49億６百万円と

なりました。これは、現金及び預金が２億20百万円、受取手形及び売掛金が２億81百万円、有価証券が１億円

それぞれ減少したこと等が主な要因であります。 

（固定資産） 

当第３四半期会計期間末における固定資産は、前事業年度末と比べて４億87百万円増加し、129億10百万円

となりました。これは、機械及び装置が３億52百万円、繰延税金資産が１億39百万円それぞれ増加したこと等

が主な要因であります。 

（流動負債） 

当第３四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末と比べて63百万円増加し、51億91百万円となり

ました。これは、支払手形及び買掛金が86百万円、賞与引当金が１億56百万円減少しましたが、短期借入金が

３億40百万円増加したこと等が主な要因であります。 

（固定負債） 

当第３四半期会計期間末における固定負債は、前事業年度末と比べて１億21百万円増加し、25億24百万円と

なりました。これは、退職給付引当金が73百万円増加したこと等が主な要因であります。 

（純 資 産） 

当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末と比べて２億92百万円減少し、101億１百万円と

なりました。これは、その他有価証券評価差額金が30百万円増加しましたが、利益剰余金が３億23百万円減少

したことが要因であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、前回公表（平成21年11月４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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,052,201 1,272,601

受取手形及び売掛金 3,165,755 3,447,315

有価証券 100,080 200,380

製品 84,358 101,381

仕掛品 308,478 240,407

原材料及び貯蔵品 122,495 118,663

繰延税金資産 89,000 167,000

その他 61,065 37,515

貸倒引当金 △76,470 △83,243

流動資産合計 4,906,964 5,502,021

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,381,917 2,471,265

機械及び装置（純額） 3,108,005 2,755,622

土地 3,832,737 3,840,535

その他（純額） 316,195 313,989

有形固定資産合計 9,638,856 9,381,411

無形固定資産 81,418 68,995

投資その他の資産   

投資有価証券 2,100,918 2,017,532

繰延税金資産 856,000 717,000

その他 485,635 505,453

貸倒引当金 △252,750 △267,396

投資その他の資産合計 3,189,804 2,972,589

固定資産合計 12,910,079 12,422,996

資産合計 17,817,043 17,925,017
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,801,250 1,887,658

短期借入金 2,460,000 2,120,000

1年内返済予定の長期借入金 149,992 50,000

未払法人税等 8,000 15,000

賞与引当金 118,000 274,000

その他 654,145 781,095

流動負債合計 5,191,388 5,127,754

固定負債   

長期借入金 100,008 100,000

退職給付引当金 1,999,723 1,926,015

役員退職慰労引当金 268,725 269,474

その他 155,581 107,233

固定負債合計 2,524,038 2,402,722

負債合計 7,715,426 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 7,994,357 8,317,554

自己株式 △405,195 △405,195

株主資本合計 9,874,811 10,198,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 226,805 196,532

評価・換算差額等合計 226,805 196,532

純資産合計 10,101,617 10,394,540

負債純資産合計 17,817,043 17,925,017

サンメッセ株式会社（7883）平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

－ 5 －



(2) 四半期損益計算書 
第３四半期累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,882,660 9,603,151

売上原価 8,951,385 8,149,270

売上総利益 1,931,274 1,453,881

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 311,182 275,387

貸倒引当金繰入額 162,311 －

給料及び手当 699,236 705,671

賞与引当金繰入額 46,062 38,831

退職給付引当金繰入額 51,530 48,343

役員退職慰労引当金繰入額 11,039 11,251

その他 776,102 684,299

販売費及び一般管理費合計 2,057,466 1,763,784

営業損失（△） △126,191 △309,903

営業外収益   

受取利息 2,173 1,760

受取配当金 38,508 29,849

不動産賃貸料 49,952 48,479

保険解約返戻金 － 21,306

作業くず売却益 21,646 10,044

その他 23,677 16,693

営業外収益合計 135,958 128,133

営業外費用   

支払利息 27,848 25,574

不動産賃貸費用 26,397 23,900

その他 6,319 4,663

営業外費用合計 60,565 54,138

経常損失（△） △50,798 △235,907

特別利益   

固定資産売却益 418 165

投資有価証券売却益 31,245 27,663

貸倒引当金戻入額 － 19,831

未払金戻入益 20,314 －

その他 5,886 －

特別利益合計 57,864 47,660

特別損失   

固定資産売却損 14,296 13,373

固定資産廃棄損 16,712 24,072

投資有価証券評価損 33,082 57,825

減損損失 － 7,797

その他 920 623

特別損失合計 65,011 103,691

税引前四半期純損失（△） △57,945 △291,939

法人税、住民税及び事業税 8,551 8,454

法人税等調整額 1,575 △80,412

法人税等合計 10,127 △71,958

四半期純損失（△） △68,072 △219,981
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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３四半期累計期間 

自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日 

当第３四半期累計期間 

自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31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 

8,433,408 

1,306,519 

1,137,308 

104.1

81.1

116.0

7,165,242

1,249,383

1,164,811

85.0 

95.6 

102.4 

11,202,669 

1,827,156 

1,468,245 

100.2

84.8

110.4

計 10,877,236 101.7 9,579,437 88.1 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３四半期累計期間 

自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日 

当第３四半期累計期間 

自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31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 

8,665,841 

1,357,088 

1,125,937 

102.3

86.0

113.0

7,509,285

1,304,969

1,250,276

86.7 

96.2 

111.0 

10,980,036 

1,827,468 

1,453,774 

97.6

88.9

108.8

計 11,148,867 101.0 10,064,531 90.3 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３四半期会計期間末 

平成20年12月31日 

当第３四半期会計期間末 

平成21年12月31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 

1,269,542 

258,350 

105,982 

96.4

90.9

89.3

1,136,365

262,696

178,743

89.5 

101.7 

168.7 

809,292 

209,574 

97,558 

78.2

93.9

89.5

計 1,633,875 95.0 1,577,805 96.6 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３四半期累計期間 

自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日 

当第３四半期累計期間 

自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31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 

8,431,782 

1,321,858 

1,129,019 

103.7

81.7

115.3

7,182,212

1,251,847

1,169,091

85.2 

94.7 

103.5 

11,206,226 

1,841,015 

1,465,279 

100.1

85.4

110.3

計 10,882,660 101.5 9,603,151 88.2 14,512,521 98.9
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