
平成21年5月期 第1四半期決算短信 

平成20年9月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 宝印刷株式会社 上場取引所 東 

コード番号 7921 URL http://www.takara-print.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 堆 誠一郎

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 若松 宏明 TEL 03-3971-3101

四半期報告書提出予定日 平成20年10月7日

1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8月31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5月期第1四半期 5,396 ― 1,792 ― 1,813 ― 1,034 ―

20年5月期第1四半期 5,072 3.5 1,499 3.4 1,515 3.7 888 4.7

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5月期第1四半期 80.84 ―

20年5月期第1四半期 69.27 69.12

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5月期第1四半期 14,692 12,618 85.9 999.07
20年5月期 14,202 12,047 84.8 936.05

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  12,618百万円 20年5月期  12,047百万円

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5月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 12.00 ― 12.00 24.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 8,380 ― 2,300 ― 2,280 ― 1,300 ― 102.93
通期 13,450 10.2 1,980 54.1 1,960 54.8 1,120 66.6 88.68

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、４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、４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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第1四半期  12,936,793株 20年5月期  12,936,793株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  306,407株 20年5月期  66,041株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  12,790,544株 20年5月期第1四半期  12,834,029株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した同国経

済の減速懸念や国際的な金融資本市場の混乱、さらには国内への波及による影響、そして昨年末からの原

油を始めとした原材料価格の急騰の影響を受け、一段と不透明感が強まり、減速の色合いが強まる展開と

なりました。 

 こうした状況のもと、ディスクロージャー印刷に関係が深い株式市場も上記の金融経済環境を巡る不確

実性の高まりを背景に低迷が続いております。その結果、ＩＰＯ(新規上場）件数が一段と減少し、ま

た、市況の悪化等もあり国内外ファイナンスが前第１四半期に比べ減少いたしました。 
(1) 売上高 

当第１四半期の売上高は前年同期比323百万円(6.4%)増加し、5,396百万円となりました。 
・ 金融商品取引法関連製品につきましては、非上場会社で有価証券報告書の提出を免除されるお得意

様の数が増えたこと、企業の合併、統合等により上場会社の数が減ったことなどの影響で受注先数が

減少し、有価証券報告書の売上が減少しました。しかしながら、四半期報告書、XBRL関連売上等の増

加により前年同期間比487百万円(24.7%)増加し、2,466百万円となりました。 

・ 会社法関連製品につきましては、招集通知発送の早期化傾向により前期中の納品が増加した株主総

会招集通知等を中心に87百万円(6.5%)減少し、1,260百万円となりました。 

・ ＩＲ関連製品につきましては、銀行等のディスクロージャー誌を中心に57百万円(4.2%)増加し、

1,451百万円となりました。 

・ その他製品につきましては、法定公告の減少等により134百万円(38.2%)減少し、218百万円となり

ました。 
(2) 営業利益 

上記の通り、金融商品取引法関連製品の増収効果により、原価率の改善が図られ、営業利益は1,792

百万円となりました。 
(3) 経常利益 

営業外収益22百万円、営業外費用1百万円を加減し、経常利益は1,813百万円となりました。 
(4) 四半期純利益 

株価下落による投資有価証券の評価損が56百万円発生したことなどにより、税金等調整前四半期純利

益は1,749百万円となり、四半期純利益は1,034百万円となりました。 
  
 なお、当社の売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、第１四半
期の売上高及び営業費用が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。 

  
※ 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。従いまし
て、当第１四半期連結会計期間の連結損益計算書と前年同四半期連結会計期間の連結損益計算書とで
は、作成基準が異なるため前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

【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
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(1) 財政状態の変動状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて11.5％増加し、6,412百万円となりました。これは、現金

及び預金が1,362百万円増加し、仕掛品が612百万円減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.0％減少し、8,280百万円となりました。これは、投資有

価証券が158百万円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて3.5％増加し、14,692百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.4％減少し、2,003百万円となりました。これは、未払法

人税等が669百万円増加し、買掛金が466百万円、未払費用が618百万円それぞれ減少したことなどに

よります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて12.5％減少し、70百万円となりました。これは、退職給付

引当金が7百万円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.7％減少し、2,073百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.7％増加し、12,618百万円となりました。これは、主

として利益剰余金が879百万円増加したことなどによります。 
(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という)は、前連結会計年度末

に比べ1,115百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には4,002百万円となりました。  

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は1,571百万円となりました。  

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,749百万円、たな卸資産の減少額617百万円等であ

り、支出の主な内訳は、未払費用の減少額618百万円及び仕入債務の減少額466百万円でありま

す。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は85百万円となりました。  

収入の主な内訳は、投資事業組合からの分配による収入10百万円であり、支出の主な内訳は、有

形・無形固定資産の取得による支出88百万円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）  

 財務活動の結果使用した資金は370百万円となりました。  

これは、主に自己株式の取得による支出257百万円、配当金の支払い112百万円によるものでありま

す。 

  

平成20年７月３日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

・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定したものと著しい変化が

ないと認められるため、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定しておりま

す。 

・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する方法によっております。 

・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して算定

する方法によっております。 

該当事項はありません。 

  

・ 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。 

・ 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によって

おりましたが、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

準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる

損益に与える影響はありません。 

（受取受講料の計上区分の変更） 

従来、受取受講料についての収益及び費用は、それぞれ「営業外収益」及び「販売費及び一般管理

費」に計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「売上高」及び「売上原価」に計上区

分を変更しております。 

 これは、主たる営業活動に含まれる業務の成果としての性格を有しており、その重要性が増したた

め「売上高」及び「売上原価」として計上することがより適切であると判断したためであります。 

 この結果、売上総利益が1,105千円、営業利益が4,213千円それぞれ増加しておりますが、経常利

益、税金等調整前四半期純利益、四半期純利益に影響はありません。 
  

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)

(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

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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会計基準等の改正に伴う変更

②会計基準等の改正に伴う変更以外の変更
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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８月31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５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,920,604 2,558,212 

受取手形及び売掛金 1,757,165 1,930,078 

有価証券 340,246 332,930 

仕掛品 178,048 790,488 

原材料及び貯蔵品 37,495 42,388 

繰延税金資産 168,815 44,464 

その他 13,153 53,851 

貸倒引当金 △3,504 △3,844 

流動資産合計 6,412,025 5,748,569 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 3,012,562 3,010,145 

減価償却累計額 △1,893,133 △1,874,820 

建物及び構築物（純額） 1,119,428 1,135,324 

機械装置及び運搬具 2,057,767 2,056,572 

減価償却累計額 △1,554,561 △1,525,065 

機械装置及び運搬具（純額） 503,206 531,507 

土地 3,170,483 3,170,483 

その他 367,473 364,717 

減価償却累計額 △283,617 △280,578 

その他（純額） 83,856 84,138 

有形固定資産合計 4,876,975 4,921,454 

無形固定資産 

ソフトウエア 798,962 786,515 

その他 13,090 41,586 

無形固定資産合計 812,053 828,102 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,145,162 2,303,540 

繰延税金資産 102,864 36,381 

前払年金費用 142,491 182,194 

その他 218,762 193,216 

貸倒引当金 △17,988 △11,355 

投資その他の資産合計 2,591,292 2,703,977 

固定資産合計 8,280,321 8,453,534 

資産合計 14,692,347 14,202,104 
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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８月31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５月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 177,662 644,220 

短期借入金 100,000 100,000 

未払法人税等 887,546 218,110 

未払費用 289,510 908,372 

賞与引当金 209,448 － 

役員賞与引当金 5,880 22,110 

その他 333,216 181,063 

流動負債合計 2,003,263 2,073,876 

固定負債 

退職給付引当金 1,750 9,093 

役員退職慰労引当金 68,561 71,430 

その他 174 75 

固定負債合計 70,486 80,599 

負債合計 2,073,749 2,154,475 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,049,318 2,049,318 

資本剰余金 1,998,966 1,998,964 

利益剰余金 8,871,648 7,992,074 

自己株式 △314,387 △56,676 

株主資本合計 12,605,545 11,983,680 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 13,052 63,947 

評価・換算差額等合計 13,052 63,947 

純資産合計 12,618,597 12,047,628 

負債純資産合計 14,692,347 14,202,104 
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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６月１日 
至 平成20年８月31日) 

売上高 5,396,046 

売上原価 2,557,784 

売上総利益 2,838,261 

販売費及び一般管理費 

販売促進費 51,228 

運賃及び荷造費 81,082 

役員報酬 28,230 

給料及び手当 417,322 

賞与引当金繰入額 120,084 

役員賞与引当金繰入額 5,880 

退職給付引当金繰入額 19,306 

役員退職慰労引当金繰入額 2,883 

福利厚生費 87,721 

修繕維持費 17,599 

租税公課 23,883 

減価償却費 20,186 

賃借料 30,938 

その他 138,933 

販売費及び一般管理費合計 1,045,279 

営業利益 1,792,981 

営業外収益 

受取利息 2,375 

受取配当金 9,680 

その他 10,275 

営業外収益合計 22,331 

営業外費用 

支払利息 272 

その他 1,700 

営業外費用合計 1,973 

経常利益 1,813,339 

特別利益 

特別利益合計 － 

特別損失 

固定資産除却損 471 

投資有価証券評価損 56,264 

貸倒引当金繰入額 7,124 

特別損失合計 63,860 

税金等調整前四半期純利益 1,749,478 

法人税、住民税及び事業税 871,373 

法人税等調整額 △155,917 

法人税等合計 715,456 

四半期純利益 1,034,022 
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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６月１日 
至 平成20年８月31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 1,749,478 

減価償却費 118,720 

引当金の増減額（△は減少） 189,298 

受取利息及び受取配当金 △12,056 

支払利息 272 

売上債権の増減額（△は増加） 166,280 

たな卸資産の増減額（△は増加） 617,332 

仕入債務の増減額（△は減少） △466,558 

未払費用の増減額（△は減少） △618,861 

その他 18,652 

小計 1,762,560 

利息及び配当金の受取額 12,056 

利息の支払額 △272 

法人税等の支払額 △202,476 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,571,867 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △14,474 

無形固定資産の取得による支出 △74,054 

投資有価証券の取得による支出 △1,404 

投資事業組合からの分配による収入 10,727 

その他 △6,142 

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,349 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △112,942 

自己株式の取得による支出 △257,786 

その他 77 

財務活動によるキャッシュ・フロー △370,651 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,115,866 

現金及び現金同等物の期首残高 2,886,643 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,002,509 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日） 

［事業の種類別セグメント情報］ 

当社及び連結子会社の事業は、ディスクロージャー関連事業並びにこれらの付帯業務の単一事業であ

ります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

［海外売上高］ 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より257,710千円増加

し、314,387千円となっております。これは主に、平成20年７月３日開催の取締役会の決議に基づき、

平成20年８月１日から平成20年８月31日にかけて、信託方式による市場買付により当社普通株式

239,800株を、総額257,139千円にて取得したためであります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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                               （単位：千円） 

 
  

「参考資料」

(1) （要約）前四半期連結損益計算書

科  目

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成19年６月１日  

 至 平成19年８月31日)

金額

Ⅰ 売上高 5,072,096

Ⅱ 売上原価 2,576,981

   売上総利益 2,495,114

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 1. 販売促進費 37,787

 2. 荷造運賃 81,206

 3. 役員報酬 34,200

 4. 給与手当 387,544

 5. 役員賞与引当金繰入額 6,870

 6. 賞与引当金繰入額 113,178

 7. 退職給付引当金繰入額 13,657

 8. 役員退職慰労引当金繰入額 2,345

 9. 福利厚生費 81,303

 10. 修繕維持費 13,461

 11. 租税公課 22,205

 12. 減価償却費 19,838

 13. 賃借料 32,076

 14. その他 150,023

  販売費及び一般管理費合計 995,699

   営業利益 1,499,415

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 2,749

 2. 受取配当金 5,331

 3. 受取受講料 2,996

 4. その他 6,994

  営業外収益合計 18,071

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 573

 2. 株式交付費 72

 3. その他 1,469

  営業外費用合計 2,115

   経常利益 1,515,371
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                               （単位：千円） 

 
  

科  目

前第１四半期連結累計期間  

(自 平成19年６月１日  

 至 平成19年８月31日)

金額

Ⅵ 特別利益

    役員生命保険収入 985

  特別利益合計 985

Ⅶ 特別損失

 1. 固定資産売却損 100

 2. 固定資産除却損 3,680

 3. 貸倒引当金繰入額 270

  特別損失合計 4,051

   税金等調整前四半期純利益 1,512,305

   法人税、住民税及び事業税 719,147

   法人税等調整額 △ 95,811

   四半期純利益 888,969
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                               （単位：千円） 

 
  

(2) （要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間  

(自 平成19年６月１日  

 至 平成19年８月31日)

区  分 金額

Ⅰ 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 1,512,305

   減価償却費 102,641

   引当金の増加額 151,362

   受取利息及び受取配当金 △ 8,080

   支払利息 573

   売上債権の減少額 174,873

   たな卸資産の減少額 530,332

   仕入債務の減少額 △ 392,426

   未払費用の減少額 △ 632,753

   その他 205,855

    小計 1,644,683

   利息及び配当金の受取額 8,079

   利息の支払額 △ 573

   法人税等の支払額 △ 211,735

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,440,453

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △ 87,829

   無形固定資産の取得による支出 △ 221,565

   投資有価証券の取得による支出 △ 448,392

   投資事業組合への出資による支出 △ 100,611

   投資事業組合からの分配による収入 34,553

   その他 4,995

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 818,850

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   株式の発行による収入 3,182

   配当金の支払額 △ 106,169

   自己株式の取得による支出 △ 351

   その他 △ 62

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 103,400

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 518,202

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,352,274

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,870,476
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年８月31日） 

［事業の種類別セグメント情報］ 

当社及び連結子会社の事業は、ディスクロージャー関連事業並びにこれらの付帯業務の単一事業であ

ります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

［海外売上高］ 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報
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(注) １ 金額は、販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

   
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

   
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績の10％以上を占める販売顧客に該当するものはありません。 

6. その他の情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

 当第１四半期連結会計期間における生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。

製品区分 生産高(千円)

金融商品取引法関連 2,466,042

会社法関連 1,260,052

ＩＲ関連 1,451,822

その他 218,129

合計 5,396,046

② 受注状況

 当第１四半期連結会計期間における受注状況を製品区分別に示すと、次のとおりであります。

製品区分 受注高(千円) 受注残高(千円)

金融商品取引法関連 1,909,795 306,565

会社法関連 282,938 62,058

ＩＲ関連 531,039 253,380

その他 162,677 50,478

合計 2,886,452 672,482

③ 販売実績

 当第１四半期連結会計期間における販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。

製品区分 販売高(千円)

金融商品取引法関連 2,466,042

会社法関連 1,260,052

ＩＲ関連 1,451,822

その他 218,129

合計 5,396,046
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