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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 2,394 110.3 3 ― 1 ― △32 ―
20年3月期第1四半期 2,169 ― △17 ― △11 ― △35 ―

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 △8.71 ―
20年3月期第1四半期 △9.63 ―

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 7,258 2,665 36.7 717.78
20年3月期 6,893 2,824 41.0 760.41

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,665百万円 20年3月期  2,824百万円

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 ― ― ― 30.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 30.00 30.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 4,621 107.9 △30 ― △42 ― △61 ― △16.42
通期 9,868 107.8 85 ― 63 ― 20 ― 5.38

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

（注）詳細は、３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) 四半期連結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（四半期連結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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
当第１四半期の営業状況は概ね順調に推移しており、平成20年5月22日公表の第２四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更はありません。 
なお、予想値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる結果
となる可能性があります。 

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） 21年3月期第1四半期  4,015,585株 20年3月期  4,015,585株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  301,799株 20年3月期  301,000株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  3,714,277株 20年3月期第1四半期  3,714,585株



 

【定性的情報・財務諸表等】 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカの

景気後退懸念や、株式・為替市場の変動、原油価格や原材料の高騰により、企業収益は減少し、雇用

情勢は厳しさが残るなか、景気回復に減速感が強まりました。広告業界におきましても、インターネ

ット広告や海外広告は伸びたものの、企業の広告費抑制により広告全体では前年を下回りました。ま

た、印刷業界におきましては、引き続き原材料の上昇や企業競争による受注価格の下落など厳しい経

営環境のまま推移致しました。 

このような状況のなか、当社グループといたしまして、グループ相互の融合を図り、事業エリアの

拡大および販売促進活動の企画提案による受注拡大を目指すと共に、インターネットを活用したデジ

タルチラシの提案を行いました。また、一方では韓国エンターテイメント情報を発信するインターネ

ットサイト「韓国再発見」等のインターネット販売や韓流タレントの写真展開催にも注力致しました。 

また、製造面におきましては、徹底した生産効率の向上を目指し、材料費の削減に注力致しました。 

このような状況の中、当社グループ内の融合を図りながら、企画提案型営業を推進致しました結果、

当第１四半期における売上高は 2,394 百万円、経常利益 1百万円、四半期純損失 32 百万円となりまし

た。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ 8.3％増加し、3,872 百万円となりました。これは、現金及び

預金が205百万円、受取手形及び売掛金が95百万円、それぞれ増加したこと等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 2.1％増加し、3,386 百万円となりました。これは、投資有価証

券が 76 百万円増加したこと等によるものであります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ 11.6％増加し、3,033 百万円となりました。これは、短期借

入金が 216 百万円、未払費用が 131 百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ 15.5％増加し、1,559 百万円となりました。これは、社債が

100 百万円、長期借入金が 99 百万円、それぞれ増加したこと等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 5.6％減少し、2,665 百万円となりました。これは、利益剰

余金が 143 百万円減少したこと等によるものであります。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

原油価格の高騰の影響を受け、主要原材料である洋紙価格の高騰が利益を圧迫しておりますが、前

年度より新規顧客の獲得に注力したことや昨年５月に開設いたしました大阪支店が昨年以上の業績を

見込める状況から、当期事業計画は前年を上回る予想といたしました。 

その他、コスト削減に努め、当第１四半期の営業状況は概ね順調に推移しており、平成 20 年 5 月

22 日公表の中間期および通期の業績予想に変更はありません。 

なお、予想値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの

であり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 

４．その他 

(1) 期中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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

   ａ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算出したものと著しい変化

がないものと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出して

おります。 
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   ｂ 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売

却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

   ｃ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法

により算定しております。 

   ｄ 経過勘定項目の算定方法 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法による

概算額で計上する方法によっております。 

   ｅ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来業

績予測やタックス・プランニングを利用する方法により算定しております。 

 

   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) 四半期連結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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計基準

第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

なお、この変更に伴う損益への影響はありません。 
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５【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 823,229 618,227 

受取手形及び売掛金 1,552,849 1,457,798 

有価証券 3,139 16,768 

製品 58,814 47,739 

商品 9,708 9,683 

原材料 1,027,185 960,276 

仕掛品 88,596 76,784 

その他 311,581 390,226 

貸倒引当金 △2,360 △1,950 

流動資産合計 3,872,746 3,575,556 

固定資産   

有形固定資産   

土地 921,400 921,400 

その他（純額） 904,778 913,415 

有形固定資産合計 1,826,178 1,834,815 

無形固定資産   

のれん 211,453 227,313 

その他 32,253 36,025 

無形固定資産合計 243,707 263,338 

投資その他の資産 1,316,218 1,219,813 

固定資産合計 3,386,104 3,317,968 

資産合計 7,258,850 6,893,524 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,165,232 1,186,462 

短期借入金 1,383,900 1,167,900 

未払法人税等 1,580 909 

賞与引当金 33,043 108,127 

その他 450,055 255,328 

流動負債合計 3,033,813 2,718,727 

固定負債   

社債 450,000 350,000 

長期借入金 407,400 308,375 

退職給付引当金 476,518 471,776 

役員退職慰労引当金 132,175 126,775 

その他 93,249 93,249 

固定負債合計 1,559,343 1,350,177 

負債合計 4,593,156 4,068,904 
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（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 434,319 434,319 

資本剰余金 425,177 425,177 

利益剰余金 2,597,922 2,741,703 

自己株式 △247,212 △246,820 

株主資本合計 3,210,207 3,354,380 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,273 32,026 

土地再評価差額金 △561,787 △561,787 

評価・換算差額等合計 △544,514 △529,761 

純資産合計 2,665,693 2,824,619 

負債純資産合計 7,258,850 6,893,524 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
  【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 2,394,446

売上原価 1,892,849

売上総利益 501,597

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 151,563

賞与引当金繰入額 12,390

退職給付費用 4,233

役員退職慰労引当金繰入額 5,400

その他 324,469

販売費及び一般管理費合計 498,057

営業利益 3,540

営業外収益  

受取利息 2,195

受取配当金 1,627

受取家賃 1,764

その他 1,167

営業外収益合計 6,754

営業外費用  

支払利息 7,007

社債発行費 1,959

その他 41

営業外費用合計 9,007

経常利益 1,287

特別損失  

固定資産除却損 154

投資有価証券評価損 190

特別損失合計 345

税金等調整前四半期純利益 942

法人税、住民税及び事業税 540

法人税等調整額 32,744

四半期純損失（△） △32,343
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 942

減価償却費 36,500

のれん償却額 15,859

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,753

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,083

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,741

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,400

投資有価証券評価損益（△は益） 190

受取利息及び受取配当金 △3,823

支払利息 7,007

社債発行費 1,959

固定資産除却損 154

売上債権の増減額（△は増加） △96,260

たな卸資産の増減額（△は増加） △89,826

仕入債務の増減額（△は減少） △21,230

その他 204,625

小計 △7,089

利息及び配当金の受取額 4,488

利息の支払額 △13,204

法人税等の支払額 131

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,674

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,688

投資有価証券の取得による支出 △101,182

貸付金の回収による収入 814

その他 △10,714

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,770

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 150,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △34,975

社債の発行による収入 98,040

自己株式の取得による支出 △392

配当金の支払額 △86,998

財務活動によるキャッシュ・フロー 325,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 191,229

現金及び現金同等物の期首残高 635,141

現金及び現金同等物の四半期末残高 826,371
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 (4) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間 （自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 
 

 
印刷事業 

（千円） 

その他の事業

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高 2,342,180 52,266 2,394,446 － 2,394,446

営業利益又は 

営業損失（△） 
6,981 △8,540 △1,559 5,100 3,540

（注）各区分の主な製品 
(1) 印刷事業・・・・・折込広告、包装資材、その他印刷物 

(2) その他の事業・・・ペット向け商品及び韓流関連商品のインターネット販売 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間 （自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がありませんので、記載を省略してお

ります。 

 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間 （自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

  海外売上高がありませんので、記載を省略しております。 

 

「参考資料」 

前第１四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 
 

 (単位：千円) 

前第１四半期連結累計期間 

自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年 6月30日 
科        目 

金     額      

   

Ⅰ 売 上 高             2,169,881

Ⅱ 売 上 原 価             1,702,498

 売 上 総 利 益               467,383

Ⅲ 販売費及び一般管理費             485,338

 営業損失  △17,955

Ⅳ 営 業 外 収 益             13,325

Ⅴ 営 業 外 費 用             6,625

 経常損失  △11,254

Ⅵ 特 別 利 益             －

Ⅶ 特 別 損 失             －

 税金等調整前四半期純損失  △11,254

 税 金 費 用               24,517

 四半期純損失  △35,772
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