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1.  平成21年4月期第3四半期の業績（平成20年5月1日～平成21年1月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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4月期第3四半期 990 ― △547 ― △536 ― △447 ―

20年4月期第3四半期 1,001 △9.4 △387 ― △375 ― △398 ―

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4月期第3四半期 △118.29 ―

20年4月期第3四半期 △105.39 ―

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4月期第3四半期 5,057 3,768 74.5 996.95
20年4月期 5,162 4,258 82.5 1,126.53

（参考） 自己資本   21年4月期第3四半期  3,768百万円 20年4月期  4,258百万円

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4月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年4月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

3.  平成21年4月期の業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 2,800 △2.3 △60 ― △50 ― △130 ― △34.39

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

(2) 四半期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2ページ「定性的情報・財務諸表等」4.その他を参照して下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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4月期第3四半期  3,813,000株 20年4月期  3,813,000株

② 期末自己株式数 21年4月期第3四半期  32,798株 20年4月期  32,798株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年4月期第3四半期  3,780,202株 20年4月期第3四半期  3,781,000株

※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、当社が現時点で入手可能な情報による判断に基づくものであり、今後の経済情勢、事業運営におけるさまざまな状況変化によって、実際の
業績は実績と異なる場合があります。なお、予想の前提条件その他関連する事項については、添付資料の2ページを参照して下さい。 
2.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



当第3四半期累計期間（平成20年5月1日～平成21年1月31日）の経済情勢は、10-12月期の国内総生産（GDP）が年

率換算で前期比12.7％減となり、三・四半期連続のマイナス成長で減少率は約35年ぶりの大きさとなるなど、金融

危機をきっかけにした世界不況の影響で輸出が過去最大の落ち込みとなり、個人消費、設備投資も大きく減少して

まいりました。また、当印刷業界におきましては、2008年の紙・板紙の内需は前年比3.1％減となり、減少率が3％

を超すのは10年ぶりで、景気悪化による広告宣伝費の削減等で印刷需要はますます減退してまいりました。 

このような経営環境の下、当社の第3四半期累計期間における業績は次のとおりとなりました。学校アルバム部門

の売上高は引き続き少子化の影響もあり前年同期間比6.2％減の505百万円となり、一般商業印刷部門の売上高は前

年同期間比4.9％増の485百万円となりまして、全売上高は前年同期間比1.1％減の990百万円となりました。 

 また、損益面におきましては、営業損失547百万円（前年同期間比160百万円損失増）、経常損失536百万円（前年

同期間比161百万円損失増）、四半期純損失447百万円（前年同期間比48百万円損失増）となりました。 

（なお、前年同期間比増減につきましては、適用する会計処理の方法が異なるものとの比較になるため参考情報と

して記載しております。特に、損益におきましては、たな卸資産の評価における評価方法の違いによる差額が103百

万円の損失増となっております。） 

（季節変動について） 

当社の年間売上高のおよそ80％弱を占める学校アルバム部門は卒業時期の2月、3月に売上が集中いたしますの

で、この第3四半期累計期間の売上高は年間売上高の4分の3前後にはなりませんし、損益につきましても固定費等の

発生が先行いたしますので、第3四半期累計期間においては、現在のところ赤字となることが避けられず、上記のよ

うな損益状況となります。 

  

  

 当第3四半期末における財政状態につきましては、総資産が5,057百万円と前事業年度末に比べ105百万円減少とな

っており、上記売上高の季節変動のため現預金の673百万円の減少、たな卸資産の600百万円の増加といった内容の変

化はありますが、例年に比べ大きな変動はありません。 

 また、純資産は3,768百万円と前事業年度末に比べ489百万円減少しておりますが、これも同じく売上高の季節変

動による当第3四半期純損失447百万円等によるものであります。 

  

  

 通期の業績につきましては、少子化による学校アルバム部門の売上高の減少や昨年10月以降の急速な景況感の悪

化など先行き不透明な状況ではありますが、現時点では平成20年12月1日付業績予想修正にて公表いたしました予想

数値から変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、当第1四半期会計期間より「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、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変

更しております。なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,329,596 2,002,638

受取手形及び売掛金 226,660 401,738

製品 338,735 403

原材料 117,733 31,207

仕掛品 246,804 71,617

その他 288,852 78,357

貸倒引当金 △24,000 △21,500

流動資産合計 2,524,382 2,564,463

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 749,205 618,388

土地 929,190 929,190

その他（純額） 399,014 410,045

有形固定資産合計 2,077,410 1,957,623

無形固定資産 32,755 45,168

投資その他の資産   

投資有価証券 187,053 352,462

その他 239,789 246,334

貸倒引当金 △4,200 △3,500

投資その他の資産合計 422,642 595,296

固定資産合計 2,532,807 2,598,089

資産合計 5,057,190 5,162,552

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 278,748 247,550

未払法人税等 3,970 18,277

賞与引当金 47,000 92,000

その他 659,617 237,719

流動負債合計 989,336 595,547

固定負債   

退職給付引当金 108,277 104,386

役員退職慰労引当金 190,906 183,519

その他 － 20,603

固定負債合計 299,184 308,509

負債合計 1,288,521 904,057



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 929,890 929,890

資本剰余金 1,691,419 1,691,419

利益剰余金 1,192,929 1,677,894

自己株式 △15,728 △15,728

株主資本合計 3,798,510 4,283,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,841 △24,980

評価・換算差額等合計 △29,841 △24,980

純資産合計 3,768,669 4,258,495

負債純資産合計 5,057,190 5,162,552



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 990,634

売上原価 1,120,777

売上総損失（△） △130,142

販売費及び一般管理費 417,190

営業損失（△） △547,333

営業外収益  

受取利息 2,595

受取配当金 6,371

その他 2,124

営業外収益合計 11,091

経常損失（△） △536,242

特別利益  

投資有価証券売却益 32,132

固定資産売却益 16,624

特別利益合計 48,756

特別損失  

投資有価証券評価損 142,733

固定資産売却損 130

固定資産除却損 11,936

特別損失合計 154,800

税引前四半期純損失（△） △642,286

法人税等調整額 △195,122

法人税等合計 △195,122

四半期純損失（△） △447,163



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △642,286

減価償却費 145,188

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,890

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,387

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,200

受取利息及び受取配当金 △8,966

投資有価証券売却損益（△は益） △32,132

投資有価証券評価損益（△は益） 142,733

固定資産売却損益（△は益） △16,493

固定資産除却損 11,936

売上債権の増減額（△は増加） 174,334

たな卸資産の増減額（△は増加） △600,045

仕入債務の増減額（△は減少） 31,197

その他の流動負債の増減額（△は減少） 248,172

未払消費税等の増減額（△は減少） △83,353

その他 2,593

小計 △657,642

利息及び配当金の受取額 8,522

法人税等の支払額 △14,306

営業活動によるキャッシュ・フロー △663,426

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 △36,455

無形固定資産の取得による支出 △4,860

有形固定資産の売却による収入 31,025

投資有価証券の取得による支出 △111,915

投資有価証券の売却による収入 133,484

その他 16,921

投資活動によるキャッシュ・フロー 28,200

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △37,816

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △673,042

現金及び現金同等物の期首残高 1,502,638

現金及び現金同等物の四半期末残高 829,596



 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）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」

１．前年同四半期及び通期に係る財務諸表等

　（１）（要約）損益計算書

2,864,941

前第3四半期累計期間

　（自　平成19年5月1日

　　至　平成20年1月31日）

当第3四半期累計期間

　（自　平成20年5月1日

　　至　平成21年1月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

科　　目

前事業年度

　（自　平成19年5月1日

　　至　平成20年4月30日）

Ⅰ　売上高

Ⅱ　売上原価

　　売上総利益

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　　営業利益

Ⅳ　営業外収益

Ⅴ　営業外費用

　　経常利益

Ⅵ　特別利益

Ⅶ　特別損失

　税引前四半期（当期）純利益

　法人税及び法人税等調整額

　四半期（当期）純利益

1,001,568 990,634

994,712 1,120,777

394,167 417,190

12,414 11,091

2,344,114

6,856 △ 130,142 520,826

529,239

△ 387,311 △ 547,333 △ 8,412

16,498

177 - 177

△ 375,074 △ 536,242 7,908

28,588 48,756 28,588

199,039 154,800 199,039

△ 545,524 △ 642,286 △ 162,541

△ 147,051 △ 195,122 44,776

△ 398,473 △ 447,163 △ 207,317



　（２）（要約）キャッシュ・フロー計算書

　（自　平成19年5月1日

　　至　平成20年1月31日） 　　至　平成21年1月31日） 　　至　平成20年4月30日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

区　　分

前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間 前事業年度

　（自　平成19年5月1日 　（自　平成20年5月1日

　　税引前四半期（当期）純利益

　　減価償却費

　　賞与引当金の減少額

　　役員退職慰労引当金の増加額

　　仕入債務の減少額

　　法人税等の支払額

　　未払消費税等の減少額

　　投資有価証券売却損益

　　投資有価証券評価損

　　固定資産除売却損益

　　売上債権の減少額

　　その他

△ 545,524 △ 642,286 △ 162,541

156,076 145,188

　　たな卸資産の減少額

209,569

△ 46,000 △ 45,000 △ 3,000

180,936 7,387 183,519

△ 7,327 △ 32,132 △ 7,327

- 142,733 -

4,588 △ 4,557 4,588

339,460 174,334 146,506

△ 714,344 △ 600,045 10,044

△ 38,806 31,197 △ 9,041

△ 50,153 △ 14,306 △ 43,575

△ 80,029 △ 83,353 △ 10,065

270,682 257,413 △ 17,658

　　営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　固定資産の売却・取得による収入・支出

　　投資有価証券の売却・取得による収入・支出

　　その他

　　投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　長期借入金の減少額

　　配当金の支払額

　　その他

　　財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加・減少額

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高

△ 530,441

△ 66,891

△ 84,924

△ 38,050

△ 107,750

1,456,821

△ 10,289 △ 67,698

27,838 21,568 190

16,921 △ 79,574

△ 123,977 28,200 △ 147,082

△ 69,700 - △ 69,700

△ 37,816 △ 38,086

- - △ 333

△ 37,816 △ 108,119

△ 762,169 △ 673,042 45,817

1,502,638 1,456,821

694,652 829,596 1,502,638

△ 663,426 301,019



　（３）部門別売上高並びに受注高及び受注残高

　　①部門別売上高

増減金額 増減率

(千円) (%)

金額(千円) 構成比率(%) 金額(千円) 構成比率(%) 金額(千円) 構成比率(%)

学校アルバム 539,042 53.8 505,619 51.0 △ 33,422 △ 6.2 2,222,250 77.6

一般商業印刷 462,526 46.2 485,014 49.0 22,488 4.9 642,690 22.4

計 1,001,568 100.0 990,634 100.0 △ 10,934 △ 1.1 2,864,941 100.0

　　②部門別受注高及び受注残高

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

学校アルバム 1,631,732 1,349,322 1,496,177 1,225,500 2,200,561 234,943

一般商業印刷 460,416 21,530 473,293 10,500 641,271 22,221

計 2,092,148 1,370,852 1,969,471 1,236,000 2,841,832 257,164

区　　分

区　　分

前事業年度

　（自　平成19年5月1日

　　至　平成20年4月30日）

前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間

　（自　平成19年5月1日 　（自　平成20年5月1日

　　至　平成20年1月31日） 　　至　平成21年1月31日）

　　至　平成20年1月31日） 　　至　平成21年1月31日）

前事業年度

　（自　平成19年5月1日

　　至　平成20年4月30日）

前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間

　（自　平成19年5月1日 　（自　平成20年5月1日
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