
平成21年3月期 第3四半期決算短信 
平成21年2月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 朝日印刷株式会社 上場取引所 東 
コード番号 3951 URL http://www.asahi-pp.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 河村 孝一
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 大崎 洋治 TEL 076-421-1177

四半期報告書提出予定日 平成21年2月12日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 21,101 ― 1,879 ― 2,039 ― 1,204 ―
20年3月期第3四半期 19,242 8.8 1,760 19.2 1,938 16.8 1,178 36.0

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3四半期 112.80 112.27
20年3月期第3四半期 110.84 109.67

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3四半期 32,535 15,298 46.5 1,418.44
20年3月期 28,928 14,806 50.5 1,368.39

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  15,126百万円 20年3月期  14,609百万円

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 ― 10.00 ― 29.00 39.00
21年3月期 ― 15.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 25.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 27,700 8.1 2,300 6.5 2,500 5.3 1,400 6.6 131.09

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  

(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。  

(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 
１．業績予想につきましては、現時点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、今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があり 
  ます。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 
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。  

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3月期第3四半期  11,175,634株 20年3月期  11,175,634株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  511,163株 20年3月期  499,374株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  10,679,396株 20年3月期第3四半期  10,632,002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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した急激な世界的景気後退

や円高進行の影響を受け、外需の低迷、国内景気の後退に伴う内需減速、雇用・所得環境の悪化による個人消費の

低迷等、深刻な局面を迎え、企業を取り巻く環境も極めて厳しい状況で推移してまいりました。 

  このような中、当社グループは、「美と健康」にかかわる分野を事業領域とし、医薬品・化粧品包材（パッケー

ジ・ラベル・添付文書等）の製造・販売を行う印刷包材事業及び包装システム販売事業を中核に、業容の拡大、企

業価値の更なる向上に努めてまいりました結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、211億１百万円となりま

した。 

 部門別の売上の状況は、以下の通りであります。 

印刷包材部門 

 当社グループの主たる事業である印刷包材業界におきましては、企業間競争がますます激化する中、原油価格高

騰による原材料の価格上昇により、事業環境は一段と厳しいものとなっておりますが、当社グループにおきまして

は、市場ニーズに即したより付加価値の高い新製品の開発、お客様・地域に密着した積極的な提案型営業活動を展

開するとともに、徹底した品質保証体制を追求し、高品質な製品の供給に努めてまいりました。 

 主要な医薬品市場向け製品につきましては、高齢化の進展を背景とする底堅い需要に加え、医療用医薬品分野で

のジェネリック製品の堅調な増加により、前年同期の実績を上回る受注を獲得することができました。 

 一方、化粧品市場向け製品は、国内化粧品メーカー間の競争激化に伴い、受注環境も厳しくなる中、新規得意先

開拓や来春向け新製品の獲得により、受注は前年同期を上回ることができました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の印刷包材部門の売上高は、202億44百万円となりました。 

包装システム販売部門 

 当部門では、包材のみならず、包装機械を含めたトータルな提案を行うことで、更なる得意先ニーズへの対応を

目的に、包装機械・包装ラインシステムの企画提案・仕入・販売を行っております。 

 当第３四半期連結累計期間におきましては、印刷包材部門と連携した複数のシステム案件等の売上を計上できた

ことにより、前年同期を上回る実績を上げることができました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の包装システム販売部門の売上高は、８億56百万円となりました。 

＜利益の状況＞ 

 当第３四半期連結累計期間における利益の状況につきましては、当社グループ全体での売上高は堅調に推移した

ものの、原材料等諸資材の価格高騰や７月に稼働しました当社新工場（富山東工場）関連の費用が新たに発生した

結果、営業利益18億79百万円、経常利益20億39百万円、四半期純利益12億４百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 財政状態を分析するに当たり、その基礎となる当第３四半期末現在の連結貸借対照表は、子会社６社のうち２社

は小規模であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外し、連結子会社４社で作成

しております。 

 当第３四半期末現在の総資産は、325億35百万円となり、前期末に比べ36億６百万円増加いたしました。 

 その内、流動資産は、132億３百万円と、前期末に比べ29億52百万円増加いたしました。その主な要因は、受取

手形及び売掛金の増加によるものであります。また固定資産は、193億31百万円と、前期末に比べ６億54百万円増

加いたしました。その内訳としては、有形固定資産は、富山東工場建設等の設備投資により151億57百万円とな

り、９億44百万円増加いたしました。無形固定資産は、３億55百万円となり、４百万円増加いたしました。投資そ

の他の資産は、投資有価証券評価損の計上等により38億18百万円となり、２億94百万円減少いたしました。 

 当第３四半期末現在の負債合計は、172億36百万円となり、前期末に比べ31億14百万円増加いたしました。 

 その内、流動負債は、131億34百万円と、前期末に比べ35億62百万円増加いたしました。その主な要因は、支払

手形及び買掛金、短期借入金の増加によるものであります。また固定負債は、41億２百万円と、前期末に比べ４億

47百万円減少いたしました。その主な要因は、長期借入金の減少によるものであります。 

 当第３四半期末現在の純資産は、152億98百万円と、前期末に比べ４億92百万円増加いたしました。その主な要因

は、四半期純利益等の計上によるものであります。 

 この結果、当第３四半期末現在の自己資本比率は、46.5％となりました。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期連結累計期間の経営成績は、概ね期初予想と同じ傾向で推移しており、平成20年５月12日に公表いた

しました業績予想に変更はございません。 

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） 

 該当事項はありません。なお、特定子会社以外の子会社の異動につきましては、以下の通りであります。 

 除外 １社（社名 株式会社協和パック） 

（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 

  １．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。 

  ２．法人税等の算定方法 

     法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

 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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

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

原材料・貯蔵品は主として移動平均法による原価法によっておりましたが、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、製品・仕掛品は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）、原材料・貯蔵品は主として移動平均法による原価法（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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ56,076千円減少しております。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却

の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に影響を与

える新規の所有権移転外ファイナンス・リース取引はありません。 



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,796,178 513,388

受取手形及び売掛金 9,297,407 7,567,860

商品 33,845 55,398

製品 739,207 821,174

原材料 290,718 204,085

仕掛品 684,984 709,583

貯蔵品 75,917 54,593

繰延税金資産 200,407 228,002

その他 101,483 105,450

貸倒引当金 △16,310 △8,621

流動資産合計 13,203,840 10,250,916

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,947,273 3,931,406

機械装置及び運搬具（純額） 3,444,825 2,960,597

土地 5,451,603 5,419,848

建設仮勘定 58,318 1,692,930

その他（純額） 255,027 207,871

有形固定資産合計 15,157,049 14,212,654

無形固定資産   

のれん 129,383 212,478

その他 226,146 139,042

無形固定資産合計 355,529 351,520

投資その他の資産   

投資有価証券 2,254,438 2,646,545

長期貸付金 32,322 33,066

繰延税金資産 496,822 400,123

投資不動産（純額） 697,690 699,873

その他 443,933 435,110

貸倒引当金 △106,342 △101,523

投資その他の資産合計 3,818,864 4,113,196

固定資産合計 19,331,443 18,677,371

資産合計 32,535,283 28,928,288



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,312,024 4,901,955

短期借入金 3,180,000 1,690,000

1年内返済予定の長期借入金 774,728 584,060

未払法人税等 346,658 532,333

賞与引当金 266,155 349,663

その他 2,255,106 1,514,591

流動負債合計 13,134,672 9,572,604

固定負債   

長期借入金 2,000,712 2,370,176

繰延税金負債 388,147 411,486

退職給付引当金 916,969 921,682

役員退職慰労引当金 433,919 481,672

その他 362,377 364,321

固定負債合計 4,102,124 4,549,338

負債合計 17,236,797 14,121,942

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,514,753 1,514,753

資本剰余金 1,648,350 1,646,256

利益剰余金 12,210,123 11,475,307

自己株式 △496,092 △471,037

株主資本合計 14,877,135 14,165,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 249,737 444,029

評価・換算差額等合計 249,737 444,029

新株予約権 32,937 15,500

少数株主持分 138,675 181,536

純資産合計 15,298,485 14,806,345

負債純資産合計 32,535,283 28,928,288



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 21,101,681

売上原価 15,930,441

売上総利益 5,171,240

販売費及び一般管理費 3,292,158

営業利益 1,879,081

営業外収益  

受取利息 772

受取配当金 53,548

受取賃貸料 118,003

作業くず売却収入 86,134

雑収入 34,180

営業外収益合計 292,639

営業外費用  

支払利息 62,797

支払手数料 11,279

賃貸収入原価 27,758

雑損失 30,602

営業外費用合計 132,437

経常利益 2,039,283

特別利益  

投資有価証券売却益 113

子会社株式売却益 105,083

特別利益合計 105,196

特別損失  

固定資産除売却損 22,795

投資有価証券評価損 51,602

特別損失合計 74,398

税金等調整前四半期純利益 2,070,082

法人税、住民税及び事業税 812,677

法人税等調整額 40,236

法人税等合計 852,913

少数株主利益 12,530

四半期純利益 1,204,637



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,312,730

売上原価 5,453,405

売上総利益 1,859,324

販売費及び一般管理費 1,102,844

営業利益 756,480

営業外収益  

受取利息 158

受取配当金 19,109

受取賃貸料 39,227

作業くず売却収入 29,827

雑収入 8,321

営業外収益合計 96,645

営業外費用  

支払利息 22,674

支払手数料 2,526

賃貸収入原価 9,211

雑損失 21,472

営業外費用合計 55,883

経常利益 797,241

特別損失  

投資有価証券評価損 51,602

特別損失合計 51,602

税金等調整前四半期純利益 745,639

法人税、住民税及び事業税 303,276

法人税等調整額 48,852

法人税等合計 352,128

少数株主利益 4,052

四半期純利益 389,457



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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 2,070,082

減価償却費 1,015,689

のれん償却額 33,768

株式報酬費用 17,437

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,508

賞与引当金の増減額（△は減少） △82,808

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,712

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,753

受取利息及び受取配当金 △54,321

支払利息 62,797

有形固定資産除売却損益（△は益） 22,795

投資有価証券評価損益（△は益） 51,602

投資有価証券売却損益（△は益） △113

子会社株式売却損益（△は益） △105,083

売上債権の増減額（△は増加） △1,769,079

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,637

仕入債務の増減額（△は減少） 1,598,478

その他 98,298

小計 2,910,951

利息及び配当金の受取額 54,334

利息の支払額 △45,160

法人税等の支払額 △1,012,672

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,907,452

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △83,797

有形固定資産の取得による支出 △1,574,463

有形固定資産の売却による収入 700

投資有価証券の取得による支出 △35,606

投資有価証券の売却による収入 50,236

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

20,473

貸付けによる支出 △6,745

貸付金の回収による収入 57,632

その他 △12,186

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,583,756



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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） 1,540,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △477,796

自己株式の取得による支出 △48,770

ストックオプションの行使による収入 25,809

配当金の支払額 △463,947

財務活動によるキャッシュ・フロー 875,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,198,991

現金及び現金同等物の期首残高 513,388

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,712,380



 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。 

（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）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 印刷包材部門の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店を有しないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（６）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。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 19,242,709 

Ⅱ 売上原価 14,530,036 

売上総利益 4,712,672 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,952,502 

営業利益 1,760,170 

Ⅳ 営業外収益   

受取利息及び受取配当金 54,988 

受取賃貸料 117,661 

その他 82,042 

営業外収益合計 254,692 

Ⅴ 営業外費用   

支払利息 34,923 

賃貸収入原価  28,237 

その他  12,841 

営業外費用合計 76,001 

経常利益 1,938,860 

Ⅵ 特別利益   

固定資産売却益 19,686 

投資有価証券売却益  29,523 

その他  63,481 

特別利益合計  112,691 

Ⅶ 特別損失   

固定資産売却除却損 19,535 

その他  60,910 

特別損失合計 80,445 

税金等調整前四半期純利益 1,971,106 

税金費用 792,632 

四半期純利益 1,178,473 


	朝日印刷㈱（3951）平成21年３月期　第３四半期決算短信: 朝日印刷㈱（3951）平成21年３月期　第３四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -


