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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 5,564 ― 119 ― 111 ― 266 ―
20年3月期第1四半期 6,551 1.3 372 94.0 373 95.3 205 79.0

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 8.11 ―
20年3月期第1四半期 6.20 ―

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 33,456 17,644 52.7 537.31
20年3月期 33,762 17,583 52.1 534.34

（参考） 自己資本             21年3月期第1四半期  17,644百万円               20年3月期  17,583百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 12.00 12.00

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  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

第2四半期連結累計期間 12,000 ― 500 ― 480 ― 450 ― 13.69
通期 25,500 △5.0 1,250 3.5 1,200 5.8 850 ― 25.88

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.その他をご覧下さい。  

(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） 

1.平成20年5月15日に公表しました連結業績予想は、第2四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しています。業績予想につきましては発表日現在におい 
て入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 
2.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）を適用しています。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います。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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 33,634,203株 20年3月期 33,634,203株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 795,131株 20年3月期 727,131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 32,878,739株 20年3月期第1四半期 33,208,622株
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【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におけるわが国の経済は、米国景気の低迷や円高、原油高などの影響を

受け、景気の減速が懸念されています。 

印刷業界におきましては、過当競争による受注単価の下落や需要の減少、原材料価格の上昇などに

より、経営環境は依然として厳しい状況が続きました。 

当社はこのような情勢のもと、グループの総力を挙げて組織的な受注活動や企画提案活動の推進に

努める一方、社内生産の拡大や設備稼働率の向上によるコストダウン、品質の向上に取り組みました。 

しかしながら、受注競争の激化や液晶事業の得意先による生産調整もあり、当第 1四半期連結会計

期間の売上は 55 億 64 百万円となり、損益面では、営業利益は 1億 19 百万円、経常利益は 1億 11百

万円、四半期純利益は 2億 66百万円となりました。 

 

2.連結財政状態に関する定性的情報 

当第 1 四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 3 億 6 百万円減少の 334 億 56

百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ 3億 67百万円減少の 158 億 11 百万円となりました。これは、

主に支払手形及び買掛金の減少によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 61百万円増加の 176 億 44 百万円となりました。これは主

に、その他有価証券評価差額金の増加によるものです。 

 

3.連結業績予想に関する定性的情報 

 平成 21年 3月期第 2四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、引き続き厳しい経営

環境が続くものと考えられ、当第 1四半期までの業績等を勘案して、下記のとおりとします。 

（第 2四半期連結累計期間） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
前回発表予想（Ａ） 13,200 百万円 700 百万円 670 百万円 400 百万円 
今回予想（Ｂ） 12,000 百万円 500 百万円 480 百万円 450 百万円 
増減額（Ｂ－Ａ） △1,200 百万円 △200 百万円 △190 百万円 50 百万円 
増減率（％） △9.1 △28.6 △28.4 12.5 
前中間期実績 13,039 百万円 643 百万円 609 百万円 334 百万円 

（通期） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
前回発表予想（Ａ） 27,600 百万円 1,760 百万円 1,690 百万円 930 百万円 
今回予想（Ｂ） 25,500 百万円 1,250 百万円 1,200 百万円 850 百万円 
増減額（Ｂ－Ａ） △2,100 百万円 △510 百万円 △490 百万円 △80 百万円 
増減率（％） △7.6 △29.0 △29.0 △8.6 
前期実績 26,833 百万円 1,208 百万円 1,134 百万円 △558 百万円 
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（参考）個別業績予想 

（第 2四半期累計期間） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
前回発表予想（Ａ） 12,500 百万円 640 百万円 630 百万円 380 百万円 
今回予想（Ｂ） 11,400 百万円 460 百万円 450 百万円 440 百万円 
増減額（Ｂ－Ａ） △1,100 百万円 △180 百万円 △180 百万円 60 百万円 
増減率（％） △8.8 △28.1 △28.6 15.8 
前中間期実績 12,254 百万円 622 百万円 617 百万円 371 百万円 

（通期） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
前回発表予想（Ａ） 26,000 百万円 1,600 百万円 1,550 百万円 850 百万円 
今回予想（Ｂ） 24,000 百万円 1,200 百万円 1,150 百万円 820 百万円 
増減額（Ｂ－Ａ） △2,000 百万円 △400 百万円 △400 百万円 △30 百万円 
増減率（％） △7.7 △25.0 △25.8 △3.5 
前期実績 25,445 百万円 1,162 百万円 1,114 百万円 △511 百万円 

 

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 

    簡便な会計処理 

     採用した簡便な会計処理のうち、重要なものはありません。 

    四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

     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）を適用してい

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います。 

②  棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当第 1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 

平成 18 年 7 月 5 日 企業会計基準第 9号）を適用しています。 

これに伴う、売上総利益、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微です。 
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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 1,301,660 1,172,568
　　受取手形及び売掛金 3,771,221 4,113,424
　　製品 324,897 394,231
　　仕掛品 540,643 537,152
　　原材料及び貯蔵品 234,395 247,104
　　その他 322,379 260,200
　　貸倒引当金 △ 2,869 △ 2,865
　　流動資産合計 6,492,327 6,721,816
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物および構築物 10,586,554 10,728,036
　　　機械装置および運搬具 7,722,771 8,017,087
　　　土地 2,952,056 2,952,056
　　　その他 173,326 176,178
　　　有形固定資産合計 21,434,709 21,873,359
　　無形固定資産 59,902 58,011
　　投資その他の資産
　　　投資有価証券 4,692,731 4,333,054
　　　その他 1,005,636 1,050,632
　　　貸倒引当金 △ 228,900 △ 274,000
　　　投資その他の資産合計 5,469,467 5,109,686
　　固定資産合計 26,964,079 27,041,057
　資産合計 33,456,407 33,762,873
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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)

負債の部
　流動負債
　　支払手形及び買掛金 4,284,121 5,029,874
　　短期借入金 7,922,382 7,349,288
　　未払法人税等 94,831 296,748
　　賞与引当金 95,675 －
　　その他 1,209,774 1,011,743
　　流動負債合計 13,606,784 13,687,654
　固定負債
　　長期借入金 1,369,930 1,655,390
　　退職給付引当金 245,382 234,122
　　役員退職慰労引当金 262,022 253,969
　　その他 327,669 348,166
　　固定負債合計 2,205,004 2,491,648
　負債合計 15,811,789 16,179,302
純資産の部
　株主資本
　　資本金 5,607,886 5,607,886
　　資本剰余金 4,449,556 4,449,556
　　利益剰余金 7,335,695 7,463,853
　　自己株式 △ 403,551 △ 378,541
　　株主資本合計 16,989,587 17,142,754
　評価・換算差額等
　　その他有価証券評価差額金 655,030 440,816
　　評価・換算差額等合計 655,030 440,816
　純資産合計 17,644,617 17,583,570
負債純資産合計 33,456,407 33,762,873
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(2)【四半期連結損益計算書】
（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)
売上高 5,564,574
売上原価 4,685,771
売上総利益 878,803
販売費及び一般管理費 759,015
営業利益 119,788
営業外収益
　受取利息 549
　受取配当金 41,972
　その他 10,057
　営業外収益合計 52,579
営業外費用
　支払利息 44,856
　持分法による投資損失 3,081
　その他 13,331
　営業外費用合計 61,269
経常利益 111,098
特別損失
　固定資産除却損 1,805
　役員退職金 16,500
　特別損失合計 18,305
税金等調整前四半期純利益 92,792
法人税、住民税及び事業税 89,945
法人税等調整額 △ 263,879
法人税等合計 △ 173,934
四半期純利益 266,727
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 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）を適用しています。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います。 

  

（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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「参考資料」 

 前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

   前第 1 四半期連結累計期間（平成 19 年４月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日） 

 

 

 

 

当四半期 
（平成 20 年 3 月期 
第 1 四半期） 科  目 

金  額 
Ⅰ 売上高 6,551,154 
Ⅱ 売上原価 5,445,966 

売上総利益 1,105,188 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 733,133 

営業利益 372,054 
Ⅳ 営業外収益 66,843 
Ⅴ 営業外費用 65,730 

経常利益 373,167 
Ⅵ 特別損失 4,716 

税引前四半期純利益 368,450 
税金費用 162,656 
四半期純利益 205,793 

（単位：千円） 


