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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 35,371 ― 1,632 ― 1,984 ― △1,106 ―
20年3月期第3四半期 39,145 0.1 3,922 37.5 4,233 36.9 3,696 △38.8

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 △44.42 ―
20年3月期第3四半期 148.35 ―

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 93,264 24,148 12.2 458.08
20年3月期 101,191 25,859 13.3 539.48

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,414百万円 20年3月期  13,443百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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  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 46,000 △12.0 1,600 △65.2 2,000 △61.1 △1,250 ― △50.16

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  

簡便な会計処理等の適用の具体的内容は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 （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） 

会計基準等の改正に伴う変更の具体的内容は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 (３) 四半期連結財務諸表作成にかかる会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更をご覧下さい。  

(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、その他の特記事項 
１．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に関する注意事項等につきましては、２ページの【定性的情報・財務諸
表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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。  

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3四半期  24,922,600株 20年3月期  24,922,600株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,801株 20年3月期  4,026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  24,918,183株 20年3月期第3四半期  24,919,039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３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の世界的な金融危機により、景気の減速

はより厳しさを増しました。 

印刷事業においては、原材料価格の高騰、また、人材事業では、求人広告市場の急激な落ち込

み等、当社グループを取り巻く環境は厳しい状況となりました。 

このような状況の中、当第３四半期累計期間の連結売上高は 353 億 71 百万円、連結営業利益は

16 億 32 百万円、連結経常利益は 19億 84 百万円、連結四半期純損益は、投資有価証券評価損等の

計上もあり連結四半期純損失 11 億６百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて 7,927 百万円減少しておりま

す。主な要因は、流動資産の「現金及び預金」が 1,862 百万円減少したことと、有形固定資産が

1,933 百万円、投資その他の資産が 4,612 百万円減少したこと等によるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて 6,217 百万円減少しております。主な要因は、社債と

預り入会金が減少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て 1,711 百万円減少しております。主な要因は、当四

半期純損失 1,106 百万円を計上したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は

12.2％となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

世界的な金融市場の混乱から経済の減速感がますます強まり、第３四半期以降も厳しい状況が

続くものと予想されます。 

このような状況下において、当社グループの通期見通しは、連結売上高 460 億円、連結営業利

益 16 億円、連結経常利益 20 億円、連結純損失 12 億 50 百万円を見込んでおります。 

なお、上記の業績予想につきましては、本日別途「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公

表しております。 



 
 

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 たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結

会計年度末に係る実地たな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。 

 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、

当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

 

③ 税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含め

て表示しております。 

 

(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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産については、従来、商品、原材料及び貯蔵品は移動平均法による原価法、製品

及び仕掛品は個別法に基づく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、商品、原材料及び貯蔵品は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）、製品及び仕掛品は個別法に基づく原価法

（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。なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」（実務対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用し、連結決算上必要

な修正を行っております。なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響

はありません。 

 

④ 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）

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）を第１四

半期連結会計期間から早期適用し、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。 

これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 9,864 11,726

受取手形及び売掛金 9,389 10,550

商品 95 104

製品 683 946

原材料 77 55

仕掛品 836 738

貯蔵品 111 111

その他 4,173 3,030

貸倒引当金 △1,723 △1,979

流動資産合計 23,508 25,282

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,730 18,265

機械装置及び運搬具（純額） 3,618 3,693

土地 26,538 28,199

工具、器具及び備品（純額） 3,859 3,716

コース勘定（純額） 5,718 5,865

その他（純額） 783 441

有形固定資産合計 58,249 60,182

無形固定資産 1,398 1,042

投資その他の資産   

投資有価証券 5,058 7,606

その他 7,464 10,889

貸倒引当金 △2,623 △3,984

投資その他の資産合計 9,899 14,511

固定資産合計 69,546 75,737

繰延資産 208 171

資産合計 93,264 101,191



（単位：百万円）

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 3,482 3,864

短期借入金 9,717 9,923

1年内返済予定の長期借入金 5,462 6,337

1年内償還予定の社債 1,840 3,915

未払法人税等 64 834

賞与引当金 239 512

返品調整引当金 77 129

その他 2,675 3,470

流動負債合計 23,558 28,986

固定負債   

社債 1,887 3,955

長期借入金 15,817 12,742

繰延税金負債 2,584 2,644

再評価に係る繰延税金負債 1,091 1,617

退職給付引当金 395 386

役員退職慰労引当金 373 390

預り入会金 22,024 23,048

その他 1,382 1,561

固定負債合計 45,557 46,346

負債合計 69,115 75,332

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,806 9,806

資本剰余金 － 4,563

利益剰余金 2,563 △1,315

自己株式 △4 △3

株主資本合計 12,365 13,050

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 375 667

土地再評価差額金 △1,531 △1,068

為替換算調整勘定 204 792

評価・換算差額等合計 △951 392

少数株主持分 12,733 12,416

純資産合計 24,148 25,859

負債純資産合計 93,264 101,191



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 35,371

売上原価 24,815

売上総利益 10,555

販売費及び一般管理費 8,923

営業利益 1,632

営業外収益  

受取利息 91

受取配当金 81

受取賃貸料 336

負ののれん償却額 423

償還差益 301

その他 267

営業外収益合計 1,501

営業外費用  

支払利息 617

賃貸費用 346

その他 185

営業外費用合計 1,149

経常利益 1,984

特別利益  

固定資産売却益 5

貸倒引当金戻入額 14

その他 0

特別利益合計 21

特別損失  

固定資産売却損 189

固定資産除却損 124

役員退職慰労金 15

投資有価証券評価損 1,358

債権売却損 572

その他 151

特別損失合計 2,411

税金等調整前四半期純損失（△） △406

法人税等 323

少数株主利益 376

四半期純損失（△） △1,106



 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。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項なし 

 
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成 20 年６月 30 日付で、資本剰余金 4,563 百万円を利益剰余金に欠損填補い

たしました。 

 
 



 
 

「参考資料」 
前年同四半期に係る財務諸表 

(1)（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～12 月 31 日） 

（単位：百万円） 

前年同四半期 

(平成 20 年 3 月期 

第３四半期） 科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 39,145

Ⅱ 売上原価 26,071

売 上 総 利 益 13,074

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,152

営 業 利 益 3,922

Ⅳ 営業外収益 1,444

Ⅴ 営業外費用 1,134

経 常 利 益 4,233

Ⅵ 特別利益 3,795

Ⅶ 特別損失 933

税金等調整前四半期（当期）純利益 7,094

法 人 税 等 2,923

少 数 株 主 利 益 474

四 半 期 純 利 益 3,696
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