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1.  平成21年8月期第3四半期の業績（平成20年8月21日～平成21年5月20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8月期第3四半期 3,832 △12.1 △11 ― △25 ― △78 ―
20年8月期第3四半期 4,359 0.8 296 125.5 282 144.9 162 60.9

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8月期第3四半期 △13.10 ―
20年8月期第3四半期 27.01 ―

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8月期第3四半期 6,717 3,562 53.0 593.74
20年8月期 6,545 3,707 56.6 617.86

（参考） 自己資本   21年8月期第3四半期  3,562百万円 20年8月期  3,707百万円

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8月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00
21年8月期 ― 4.00 ―
21年8月期 

（予想）
6.00 10.00

3.  平成21年8月期の業績予想（平成20年8月21日～平成21年8月20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 5,531 △4.6 70 △73.6 52 △78.7 1 △98.6 0.19
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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  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。 

(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、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) 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第3四半期 6,000,000株 20年8月期  6,000,000株
② 期末自己株式数 21年8月期第3四半期  67株 20年8月期  67株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第3四半期 5,999,933株 20年8月期第3四半期 5,999,972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.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.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。実際の実績等は、業績
の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化の影響を受け、輸出や生産

の減少によって企業収益が悪化し、また、雇用や所得環境の不安から個人消費も落ち込むなど、景気回

復への道のりは厳しい状況になっています。  

印刷業界におきましては景気減速に伴う得意先の広告費抑制、受注競争の激化による受注単価下落、原

材料価格の高止まり、ＩＴ化の進展に伴う紙媒体の減少等により、経営環境は依然として厳しい状況が

続いております。  

 このような状況の下、当社は独自技術による「ならでは」商品と「ならでは」サービスのさらなる進

化を目指すと同時に生販一体となって市場ニーズに適合した企画提案活動を推進してまいりました。ま

た、昨年11月に導入した高速インクジェットプリンタの早期立上げと新商品の「ラテックスパック」の

開発、販売に取り組んできました。  

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は38億32百万円、営業損失は11百万円、経常損失は25百万

円、四半期純損失は78百万円となりました。  

 製品別売上高では、「ビジネスフォーム関連」は20億95百万円、「カラー・文字物関連」は４億28百

万円、「ＤＭ・ＤＰサービス関連」は12億71百万円、「ビジネスマルチメディア関連」は36百万円とな

りました。 

  

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末に比べて２億６百万円減少の20億

53百万円となりました。流動資産の増減の主な内容は、現金及び預金が１億61百万円、受取手形及び売

掛金が１億32百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は前事業年度末に比べて３億78百万円増加の46億64百万円となりました。固定資産のうち有

形固定資産は、前事業年度末比３億77百万円増加の44億27百万円となり、この主な要因は、有形固定資

産の減価償却により３億55百万円の減少となったものの、リース資産が５億24百万円増加したこと等に

よるものであります。 

当第３四半期会計期間の流動負債は、前事業年度末比１億20百万円増加し15億82百万円となりまし

た。この主な要因は前事業年度末に比較して未払法人税等が１億８百万円減少したものの、短期借入金

が１億80百万円、賞与引当金が54百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

固定負債は前事業年度末比１億95百万円増加し、15億72百万円となりました。この増加の主な要因

は、長期借入金が約定返済で２億66百万円減少したものの、その他でリース債務が４億78百万円増加し

たこと等によるものであります。 

当第３四半期会計期間の純資産は、前事業年度と比較して１億44百万円減少し35億62百万円となりま

した。主な要因は利益剰余金の減少等によるものであります。 

  

・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

（流動資産）

（固定資産）

（流動負債）

（固定負債）

（純資産）
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平成21年８月期の第３四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、前回公表（平成21年３月30

日付）いたしました業績予想に変更はありません。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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。  

 なお、定率法を採用している資産については、事業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棚卸資産の評価方法 

当第３四半期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、前事業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。  

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③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、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。 

④経過勘定項目の算定方法 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法による概算

額で計上する方法によっております。 

⑤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。 

該当事項はありません。 

  

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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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）を第１四半期会計期間から適用し、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、この変更による営業損失、経常損失及び税引前四

半期純損失に与える影響は軽微であります。  

③リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月

30日企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期会計期

間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として

計上しております。  

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっております。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に524,269千円、無形固

定資産に21,689千円計上されておりますが、損益に与える影響は軽微であります。 

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理

(2) 四半期財務諸表作成に特有の会計処理の適用

(3) 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
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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５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 580,126 741,503

受取手形及び売掛金 1,072,752 1,204,834

製品 106,730 115,232

半製品 24,247 17,913

仕掛品 77,922 59,651

原材料及び貯蔵品 72,069 65,407

繰延税金資産 50,340 51,935

その他 69,656 4,054

貸倒引当金 △750 △1,084

流動資産合計 2,053,095 2,259,448

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,817,545 1,868,182

機械及び装置（純額） 1,047,939 1,141,751

土地 965,106 965,106

その他（純額） 596,688 74,483

有形固定資産合計 4,427,280 4,049,523

無形固定資産 27,084 5,922

投資その他の資産   

投資有価証券 74,809 87,504

その他 142,221 149,007

貸倒引当金 △6,944 △5,668

投資その他の資産合計 210,085 230,843

固定資産合計 4,664,451 4,286,289

資産合計 6,717,546 6,545,738

負債の部   

流動負債   

買掛金 152,091 196,336

短期借入金 550,000 370,000

1年内返済予定の長期借入金 355,920 355,920

未払法人税等 － 108,266

賞与引当金 130,503 76,044

役員賞与引当金 9,747 13,000

その他 384,213 342,026

流動負債合計 1,582,475 1,461,593

固定負債   

長期借入金 1,000,480 1,267,420

退職給付引当金 4,134 －
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月20日) 

繰延税金負債 34,471 52,248

役員退職慰労引当金 54,875 57,308

その他 478,689 －

固定負債合計 1,572,650 1,376,976

負債合計 3,155,125 2,838,570

純資産の部   

株主資本   

資本金 460,000 460,000

資本剰余金 285,200 285,200

利益剰余金 2,830,216 2,968,839

自己株式 △22 △22

株主資本合計 3,575,394 3,714,017

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,973 △6,849

評価・換算差額等合計 △12,973 △6,849

純資産合計 3,562,420 3,707,167

負債純資産合計 6,717,546 6,545,738
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(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８月21日 
 至 平成21年５月20日) 

売上高 3,832,022

売上原価 2,919,080

売上総利益 912,942

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 50,011

役員報酬 42,599

給料及び手当 423,832

法定福利費 53,715

賃借料 83,530

その他 270,788

販売費及び一般管理費合計 924,476

営業損失（△） △11,534

営業外収益  

受取利息 656

受取配当金 741

作業くず売却益 4,623

その他 6,420

営業外収益合計 12,442

営業外費用  

支払利息 25,616

その他 407

営業外費用合計 26,024

経常損失（△） △25,115

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

有形固定資産除却損 861

投資有価証券評価損 1,796

減損損失 33,682

特別損失合計 36,339

税引前四半期純損失（△） △61,455

法人税、住民税及び事業税 28,582

法人税等調整額 △11,414

法人税等合計 17,168

四半期純損失（△） △78,623
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年５月20日) 

売上高 1,295,808

売上原価 954,449

売上総利益 341,358

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 16,808

役員報酬 13,754

給料及び手当 138,695

法定福利費 19,231

賃借料 27,355

その他 79,275

販売費及び一般管理費合計 295,120

営業利益 46,238

営業外収益  

受取利息 155

受取配当金 43

作業くず売却益 937

その他 2,435

営業外収益合計 3,573

営業外費用  

支払利息 9,345

その他 280

営業外費用合計 9,625

経常利益 40,186

特別利益  

投資有価証券評価損戻入益 27,546

特別利益合計 27,546

特別損失  

有形固定資産除却損 688

減損損失 33,682

特別損失合計 34,370

税引前四半期純利益 33,362

法人税、住民税及び事業税 24,041

法人税等調整額 △20,165

法人税等合計 3,875

四半期純利益 29,486
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(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８月21日 
 至 平成21年５月20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（△） △61,455

減価償却費 358,944

減損損失 33,682

貸倒引当金の増減額（△は減少） 943

賞与引当金の増減額（△は減少） 54,459

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,253

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,134

受取利息及び受取配当金 △1,398

支払利息 25,616

有形固定資産除却損 861

投資有価証券評価損益（△は益） 1,796

売上債権の増減額（△は増加） 132,081

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,765

仕入債務の増減額（△は減少） △44,244

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,035

未収消費税等の増減額（△は増加） △26,552

その他 10,563

小計 445,379

利息及び配当金の受取額 1,398

利息の支払額 △26,600

法人税等の支払額 △163,377

営業活動によるキャッシュ・フロー 256,799

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △143,230

定期預金の払戻による収入 170,440

有形固定資産の取得による支出 △247,970

その他 4,317

投資活動によるキャッシュ・フロー △216,443

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） 180,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △28,230

長期借入金の返済による支出 △266,940

配当金の支払額 △59,353

財務活動によるキャッシュ・フロー △174,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △134,167

現金及び現金同等物の期首残高 617,383

現金及び現金同等物の四半期末残高 483,216
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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。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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
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前年同四半期に係る財務諸表等 

 

「参考」

  第３四半期損益計算書

(単位：千円)

区    分
前中間会計期間

(自 平成19年８月21日 
 至 平成20年５月20日)

Ⅰ売上高 4,359,313

Ⅱ売上原価 3,104,234

 売上総利益 1,255,078

Ⅲ販売費及び一般管理費 959,046

 営業利益 296,032

Ⅳ営業外収益 15,851

Ⅴ営業外費用 29,382

 経常利益 282,501

Ⅵ特別利益 131

Ⅶ特別損失 10,524

 税引前四半期純利益 272,107

 法人税、住民税及び事業税 170,000

 法人税等調整額 △59,959

 四半期純利益 162,067

福島印刷㈱（7870）　平成21年８月期第３四半期決算短信

12



当第３四半期会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期会計期間における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

品目別 生産高(千円)

ビジネスフォーム関連 774,222

カラー・文字物関連 112,778

ＤＭ・ＤＰサービス関連 375,120

ビジネスマルチメディア関連 23,793

合計 1,285,915

(2) 受注実績

品目別 受注高(千円) 受注残高(千円)

ビジネスフォーム関連 765,669 142,485

カラー・文字物関連 131,886 55,560

ＤＭ・ＤＰサービス関連 395,213 66,688

ビジネスマルチメディア関連 12,484 8,586

合計 1,305,253 273,320
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当第３四半期会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

(3) 販売実績

品目別 販売高(千円)

ビジネスフォーム関連 782,226

カラー・文字物関連 115,014

ＤＭ・ＤＰサービス関連 386,429

ビジネスマルチメディア関連 12,138

合計 1,295,808
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