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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 6,501 8.0 △88 ― △43 ― △81 ―
22年3月期第2四半期 6,018 △14.9 △229 ― △198 ― △176 ―

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

23年3月期第2四半期 △4.73 ―
22年3月期第2四半期 △10.28 ―

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

23年3月期第2四半期 17,032 10,018 58.8 582.39
22年3月期 17,756 10,220 57.6 594.15

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  10,018百万円 22年3月期  10,220百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
23年3月期 ― 3.00
23年3月期 

（予想）
― 3.00 6.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 13,851 4.8 7 ― 87 ― △10 ― △0.58



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 17,825,050株 22年3月期  17,825,050株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  622,558株 22年3月期  622,450株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 17,202,553株 22年3月期2Q 17,202,600株

※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
づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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、
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、［添付資料］３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間おけるわが国の経済は、企業の景況感は緩やかな回復基調にあるものの、厳しい雇用環

境やデフレ状況は続いており、また、海外経済の減速懸念や長期化する円高や株安の影響など、先行きは依然と

して不透明な状況が続いております。 

印刷業界におきましても、紙媒体から電子媒体への移行に伴う需要の減少が進む中、企業の経費削減や広告宣

伝費の抑制が続くとともに、同業者間の受注競争の激化など、厳しい経営環境が続きました。 

このような事業環境の中で当社は、「創業75周年『原点回帰の年』」を会社の年度方針として、改めて創業時

の精神に立ち返り、新市場や新規顧客の開拓、更なる深耕営業を推進し、生産性の向上とコスト低減により収益

の改善に努めてまいりました。 

売上の部門別では、一般商業印刷物は、社内報・会報などが前第２四半期累計期間を下回ったものの、カタロ

グやダイレクトメールなどが前第２四半期累計期間を上回り46億59百万円（前年同期比3.4%増）、出版印刷物は

取扱説明書などが前第２四半期累計期間を上回り８億42百万円（同6.6%増）、包装印刷物はパッケージなどが前

第２四半期累計期間を上回り９億99百万円（同38.9%増）となりました。 

以上の結果、売上高は65億１百万円（前年同期比8.0%増）、営業損失は88百万円（前年同期は営業損失２億29

百万円）、経常損失は43百万円（前年同期は経常損失１億98百万円）、四半期純損失は81百万円（前年同期は四

半期純損失１億76百万円）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当第２四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１億24百万円減少し、49億57百万円と

なりました。これは、現金及び預金が３億69百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が５億80百万円減少

したこと等が主な要因であります。 

（固定資産） 

当第２四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５億99百万円減少し、120億74百万円

となりました。これは、機械及び装置が２億31百万円、投資有価証券が２億51百万円それぞれ減少したこと等

が主な要因であります。 

（流動負債） 

当第２四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２億15百万円減少し、47億88百万円と

なりました。これは、支払手形及び買掛金が１億94百万円減少したこと等が主な要因であります。 

（固定負債） 

当第２四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３億６百万円減少し、22億24百万円と

なりました。これは、退職給付引当金が２億46百万円減少したこと等が主な要因であります。 

（純 資 産） 

当第２四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２億２百万円減少し、100億18百万円と

なりました。これは、利益剰余金が１億33百万円、その他有価証券評価差額金が69百万円それぞれ減少したこ

と等が主な要因であります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前事業年度末と比べて３億69百万

円増加し、当第２四半期会計期間末には12億38百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において営業活動により増加した資金は、７億４百万円（前年同期は５億94百万円の

増加）となりました。これは主に原材料の仕入・外注費の支出で34億44百万円、人件費の支出で23億84百万円

それぞれ減少したものの、営業収入で74億10百万円増加したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において投資活動により減少した資金は、92百万円（前年同期は32百万円の減少）と

なりました。これは主に有形固定資産の取得による支出で１億４百万円減少したこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において財務活動により減少した資金は、２億42百万円（前年同期は82百万円の増

加）となりました。これは主に短期借入れによる収入で２億円増加したものの、短期借入金の返済による支出

で２億30百万円、長期借入金の返済による支出で１億24百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。 
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(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成23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22年５月13日付）いたしました業績予想を

修正しております。詳しくは本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．その他の情報 

 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

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。 
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３．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,288,891 919,643

受取手形及び売掛金 2,945,251 3,525,318

有価証券 100,180 －

製品 101,062 94,840

仕掛品 311,879 252,824

原材料及び貯蔵品 74,603 84,510

繰延税金資産 145,000 132,000

その他 64,314 158,162

貸倒引当金 △73,464 △84,711

流動資産合計 4,957,719 5,082,588

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,279,198 2,345,889

機械及び装置（純額） 2,664,870 2,896,854

土地 3,832,737 3,832,737

その他（純額） 291,279 303,577

有形固定資産合計 9,068,086 9,379,059

無形固定資産 66,030 76,176

投資その他の資産   

投資有価証券 1,998,532 2,249,734

繰延税金資産 726,000 759,000

その他 290,659 451,306

貸倒引当金 △74,871 △241,173

投資その他の資産合計 2,940,320 3,218,867

固定資産合計 12,074,438 12,674,103

資産合計 17,032,157 17,756,691
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,548,885 1,743,616

短期借入金 2,230,000 2,260,000

1年内返済予定の長期借入金 99,992 149,992

未払法人税等 15,000 16,000

賞与引当金 236,000 188,000

その他 658,814 646,768

流動負債合計 4,788,691 5,004,376

固定負債   

長期借入金 12,514 87,510

退職給付引当金 1,776,476 2,022,923

役員退職慰労引当金 279,761 272,386

その他 156,124 148,571

固定負債合計 2,224,876 2,531,391

負債合計 7,013,568 7,535,768

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 7,965,846 8,098,907

自己株式 △405,236 △405,195

株主資本合計 9,846,259 9,979,361

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 172,329 241,561

評価・換算差額等合計 172,329 241,561

純資産合計 10,018,589 10,220,923

負債純資産合計 17,032,157 17,756,691
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(2) 四半期損益計算書 
第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,018,605 6,501,987

売上原価 5,095,703 5,424,195

売上総利益 922,902 1,077,792

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 174,043 183,250

給料及び手当 469,877 462,818

賞与引当金繰入額 61,942 72,844

退職給付引当金繰入額 31,961 19,752

役員退職慰労引当金繰入額 7,571 7,375

その他 406,531 420,401

販売費及び一般管理費合計 1,151,928 1,166,442

営業損失（△） △229,026 △88,650

営業外収益   

受取利息 1,202 921

受取配当金 17,280 18,626

不動産賃貸料 31,116 34,753

作業くず売却益 6,204 10,014

その他 13,120 14,661

営業外収益合計 68,925 78,977

営業外費用   

支払利息 17,280 15,176

不動産賃貸費用 16,612 14,901

その他 4,038 3,592

営業外費用合計 37,930 33,670

経常損失（△） △198,030 △43,342

特別利益   

固定資産売却益 165 175

投資有価証券売却益 27,663 621

貸倒引当金戻入額 28,559 28,921

退職給付制度終了益 － 156,459

その他 － 0

特別利益合計 56,387 186,177

特別損失   

固定資産売却損 13,348 107

固定資産廃棄損 23,966 73

投資有価証券評価損 46,013 154,028

減損損失 7,797 －

その他 2,567 3,276

特別損失合計 93,692 157,485

税引前四半期純損失（△） △235,335 △14,650

法人税、住民税及び事業税 5,653 5,802

法人税等調整額 △64,170 61,000

法人税等合計 △58,517 66,802

四半期純損失（△） △176,817 △81,452
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 7,066,804 7,410,688

原材料の仕入・外注費の支出 △3,265,387 △3,444,658

人件費の支出 △2,363,872 △2,384,993

その他の営業支出 △783,781 △867,266

小計 653,762 713,769

不動産賃貸料等の受取額 52,293 64,640

不動産賃貸支出の支払額 △5,746 △5,553

立替金等の支出 △351,079 △422,453

立替金等の回収による収入 345,977 445,182

消費税等の還付額 14,451 10,493

消費税等の支払額 △112,634 △98,545

法人税等の還付額 3,180 2,669

法人税等の支払額 △5,437 △5,798

営業活動によるキャッシュ・フロー 594,767 704,404

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20,000 －

有形固定資産の取得による支出 △182,176 △104,038

有形固定資産の売却による収入 769 680

無形固定資産の取得による支出 － △236

投資有価証券の取得による支出 △28,320 △12,929

投資有価証券の売却及び償還による収入 173,439 1,528

利息及び配当金の受取額 15,935 16,784

その他の支出 △5,005 △825

その他の収入 12,447 6,538

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,910 △92,497

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 400,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △230,000 △230,000

長期借入金の返済による支出 － △124,996

リース債務の返済による支出 △12,747 △18,429

自己株式の取得による支出 － △40

配当金の支払額 △51,826 △51,631

利息の支払額 △22,615 △17,560

財務活動によるキャッシュ・フロー 82,810 △242,658

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 644,667 369,248

現金及び現金同等物の期首残高 1,242,601 869,643

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,887,269 1,238,891
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

該当事項はありません。 

 

(5) 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。 

 

 

サンメッセ株式会社（7883）平成23年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

－ 8 －



４．補足情報 

 

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２四半期累計期間 

自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日 

当第２四半期累計期間 

自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日 

前事業年度 

自 平成21年４月１日 

至 平成22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 

4,504,764 

789,982 

714,730 

82.3

87.8

100.2

4,662,992

843,777

1,002,131

103.5 

106.8 

140.2 

9,853,894 

1,745,552 

1,612,083 

88.0

95.5

109.8

計 6,009,477 84.8 6,508,901 108.3 13,211,531 91.1

（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２四半期累計期間 

自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日 

当第２四半期累計期間 

自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日 

前事業年度 

自 平成21年４月１日 

至 平成22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 

4,862,573 

886,182 

805,538 

83.1

92.1

110.7

4,921,873

891,369

1,041,007

101.2 

100.6 

129.2 

10,135,651 

1,756,456 

1,701,058 

92.3

96.1

117.0

計 6,554,294 86.9 6,854,251 104.6 13,593,166 95.3

（注）金額は販売価格で表示しております。 

 

② 受注残高 

前第２四半期会計期間末 

平成21年９月30日 

当第２四半期会計期間末 

平成22年９月30日 

前事業年度末 

平成22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 

1,163,518 

304,819 

183,777 

81.3

111.6

139.2

1,349,871

266,642

223,207

116.0 

87.5 

121.5 

1,087,830 

218,249 

181,377 

134.4

104.1

185.9

計 1,652,115 89.9 1,839,720 111.4 1,487,456 133.2

（注）金額は販売価格で表示しております。 

 

(3) 販売実績 

前第２四半期累計期間 

自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日 

当第２四半期累計期間 

自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日 

前事業年度 

自 平成21年４月１日 

至 平成22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 

4,508,347 

790,937 

719,320 

82.7

86.7

102.1

4,659,832

842,976

999,178

103.4 

106.6 

138.9 

9,857,113 

1,747,781 

1,617,240 

88.0

94.9

110.4

計 6,018,605 85.1 6,501,987 108.0 13,222,135 91.1
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