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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 8,711 △12.4 △62 ― △79 ― △117 ―
21年3月期第1四半期 9,945 ― 32 ― 20 ― △17 ―

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

22年3月期第1四半期 △14.46 ―
21年3月期第1四半期 △2.20 ―

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

22年3月期第1四半期 31,997 14,081 43.8 1,722.39
21年3月期 32,548 14,143 43.3 1,730.55

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  14,012百万円 21年3月期  14,079百万円

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

21年3月期 ― 8.00 ― 6.00 14.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

18,000 △11.1 140 △25.4 130 △27.8 20 △56.8 2.45

通期 40,000 △2.0 700 55.1 680 55.8 300 ― 36.87
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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）  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。 

(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・財務書評等 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） 

(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 
 業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後、様々な要因によって異なる結果と
なる場合あります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社かみたに ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 8,781,000株 21年3月期  8,781,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  645,373株 21年3月期  645,373株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 8,135,627株 21年3月期第1四半期 8,135,627株
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当第１四半期における我が国経済は、昨年から続く世界的な景気停滞の影響によって企業収益が悪化
し、在庫調整や経費削減など市場の収縮を招く一方、雇用不安や所得減少から個人消費の低迷が続くな
ど、非常に厳しい状況となりました。印刷業界においても、お客様の広告宣伝費抑制に伴う印刷需要の減
少と激しい受注競争などにより、依然として厳しい状況が続いております。  
 このような環境のもと、当社グループは、さまざまな局面でお客様の問題解決に貢献するトータル・ソ
リューション活動を中心に、市場深耕策の展開や関東地区での営業力強化などを進め、受注拡大を図って
まいりました。しかしながら、印刷事業における受注単価の低迷や、物販事業における印刷機材類の販売
減少の影響を受け、当第１四半期の売上高は87億11百万円（前年同期比12.4%減）、営業損失は62百万円
（前年同期は営業利益32百万円）、経常損失は79百万円（前年同期は経常利益20百万円）となり、四半期
純損失は、その他の特別損失の計上などにより、１億17百万円（前年同期は四半期純損失17百万円）とな
りました。  
  
セグメント別の状況につきましては、以下のとおりです。  

【印刷セグメント】お客様のコスト削減活動の強化に伴う印刷物の受注量の減少、受注単価の低迷の影響
を受け、売上高は60億17百万円（前年同期比10.6%減）、営業損失は10百万円（前年同期は営業利益40百
万円）となりました。  
【物販セグメント】販売先である印刷業界の継続的な業績不振の影響で印刷関連機材類の販売が落込み、
売上高は29億13百万円（前年同期比14.7%減）、営業損失は56百万円（前年同期は営業損失18 百万円）と
なりました。  
  

当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ５億51百万円減少して319億97百万円となりま
した。これは受取手形及び売掛金の減少によるものです。  
 負債合計は、前連結会計年度末に比べ４億89百万円減少して179億15百万円となりました。これは主
に、支払手形及び買掛金の減少によるものです。また、純資産合計は、61百万円減少して140億81百万円
となりました。これは主に、利益剰余金の減少によるものです。この結果、自己資本比率は43.8％となり
ました。  
  
 当第１四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、８億88百万円の収入となりました。これは、税
金等調整前四半期純損失の計上や仕入債務の減少等に対し、売上債権の減少等があったことによるもので
す。  
 投資活動によるキャッシュ・フローは、92百万円の支出となりました。これは主に固定資産の取得によ
るものです。  
 財務活動によるキャッシュ・フローは、３億64百万円の支出となりました。これは主に長期借入金及び
短期借入金の返済によるものです。  
 これらの結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ４億30百万円増加
し、31億８百万円となりました。  
  

今後の業績予想につきましては、平成21年５月15日発表の数値を修正しておりません。 
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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除外：株式会社かみたに 
意思決定のスピード化、経営資源の効率化及び管理コストの低減を図ることにより、事業競争力を

強化することを目的として、平成21年４月１日をもって当社を存続会社とする吸収合併を行い、株式
会社かみたには消滅しております。 

  

① 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は、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

無いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 

② 棚卸資産の評価方法     
当第１四半期連結会計年度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。  
 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
額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 税金費用  
税金費用については、当連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しており
ます。 

  

該当ありません。 
  

  

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

(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
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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21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,955,415 3,553,482

受取手形及び売掛金 9,739,933 10,911,737

商品及び製品 859,853 891,833

仕掛品 481,753 422,375

原材料及び貯蔵品 224,248 210,809

繰延税金資産 315,203 320,256

その他 845,846 645,404

貸倒引当金 △176,887 △149,638

流動資産合計 16,245,366 16,806,260

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,830,056 4,924,992

機械装置及び運搬具（純額） 1,184,052 1,230,188

土地 5,784,562 5,784,562

リース資産（純額） 219,097 145,792

その他（純額） 180,525 187,169

有形固定資産合計 12,198,293 12,272,704

無形固定資産 300,957 303,460

投資その他の資産   

投資有価証券 1,343,488 1,183,148

繰延税金資産 901,869 963,662

その他 1,426,300 1,446,766

貸倒引当金 △418,968 △427,629

投資その他の資産合計 3,252,691 3,165,948

固定資産合計 15,751,942 15,742,112

資産合計 31,997,309 32,548,372
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,718,023 8,038,479

短期借入金 2,036,350 2,186,379

1年内返済予定の長期借入金 1,273,056 1,108,229

リース債務 47,843 35,206

未払法人税等 14,998 88,391

賞与引当金 673,650 461,166

その他の引当金 12,700 9,700

その他 872,677 1,020,949

流動負債合計 12,649,297 12,948,502

固定負債   

長期借入金 2,609,383 2,928,782

リース債務 195,050 123,020

長期未払金 574,483 587,022

退職給付引当金 1,811,872 1,739,874

その他 75,344 77,422

固定負債合計 5,266,134 5,456,122

負債合計 17,915,431 18,404,624

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,937,920 1,937,920

資本剰余金 1,793,446 1,793,446

利益剰余金 10,625,302 10,791,836

自己株式 △497,086 △497,086

株主資本合計 13,859,583 14,026,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 153,169 53,056

評価・換算差額等合計 153,169 53,056

少数株主持分 69,124 64,574

純資産合計 14,081,877 14,143,747

負債純資産合計 31,997,309 32,548,372
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,945,632 8,711,659

売上原価 8,117,255 7,214,911

売上総利益 1,828,377 1,496,747

割賦販売未実現利益戻入額 9,132 8,648

割賦販売未実現利益繰入額 － 9,132

差引売上総利益 1,837,510 1,496,264

販売費及び一般管理費 1,805,502 1,558,422

営業利益又は営業損失（△） 32,007 △62,157

営業外収益   

受取配当金 12,252 9,153

受取賃貸料 － 6,829

その他 10,175 11,745

営業外収益合計 22,427 27,729

営業外費用   

支払利息 28,640 27,578

その他 4,982 17,245

営業外費用合計 33,622 44,823

経常利益又は経常損失（△） 20,811 △79,252

特別利益   

固定資産売却益 3,671 717

貸倒引当金戻入額 11,488 22,912

その他 500 529

特別利益合計 15,660 24,159

特別損失   

固定資産処分損 2,171 3,078

投資有価証券評価損 － 4,999

その他 － 73,738

特別損失合計 2,171 81,816

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

34,300 △136,908

法人税等 42,124 △24,308

少数株主利益 10,139 5,120

四半期純損失（△） △17,963 △117,720
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

34,300 △136,908

減価償却費 235,817 216,047

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,092 33,150

賞与引当金の増減額（△は減少） 211,981 212,483

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,532 71,997

受取利息及び受取配当金 △14,469 △11,508

支払利息 28,640 27,578

為替差損益（△は益） △120 42

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,999

固定資産売却損益（△は益） △1,500 2,360

売上債権の増減額（△は増加） 1,425,328 1,166,269

たな卸資産の増減額（△は増加） △190,703 △48,862

仕入債務の増減額（△は減少） △737,865 △294,898

未払消費税等の増減額（△は減少） 93,882 △61,630

その他 △196,827 △188,985

小計 925,088 992,134

利息及び配当金の受取額 14,413 11,452

利息の支払額 △28,981 △27,456

法人税等の支払額 △170,914 △87,850

営業活動によるキャッシュ・フロー 739,605 888,278

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 △186,743 △15,943

定期預金の払戻による収入 450,000 45,500

固定資産の取得による支出 △832,374 △126,926

固定資産の売却による収入 14,011 2,924

投資有価証券の取得による支出 △3,767 △2,658

長期貸付けによる支出 － △600

貸付金の回収による収入 1,982 2,183

その他 9,064 3,154

投資活動によるキャッシュ・フロー △547,827 △92,365
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） 79,065 △150,029

リース債務の返済による支出 － △10,895

長期借入れによる収入 635,000 －

長期借入金の返済による支出 △227,051 △154,572

配当金の支払額 △65,085 △48,813

少数株主への配当金の支払額 － △570

財務活動によるキャッシュ・フロー 421,929 △364,881

現金及び現金同等物に係る換算差額 120 △42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 613,828 430,989

現金及び現金同等物の期首残高 2,766,710 2,677,703

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,380,538 3,108,693
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該当事項なし 

  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

(単位；千円) 

 
(注) １ 事業の区分は、製商品の種類・性質の類似性に基づき、印刷と物販に区分しております。 

２ 各事業の主な事業内容 

(1) 印刷……商業印刷・出版印刷・一般印刷・包装その他特殊印刷・企画制作 

(2) 物販……印刷機器・資材及び雑貨の販売 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

(単位；千円) 

 
(注) １ 事業の区分は、製商品の種類・性質の類似性に基づき、印刷と物販に分類しております。 

２ 各事業の主な事業内容 

(1) 印刷---商業印刷・出版印刷・一般印刷・包装その他特殊印刷・企画制作 

(2) 物販---印刷機器・資材及び雑貨の販売 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

印刷 物販 計
消去又は
全社

連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,721,689 3,223,942 9,945,632 ― 9,945,632

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

11,750 193,298 205,049 (205,049) ―

計 6,733,440 3,417,241 10,150,682 (205,049) 9,945,632

  営業利益又は 
  営業損失(△)

40,032 △18,349 21,683 10,323 32,007

印刷 物販 計
消去又は
全社

連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,015,171 2,696,487 8,711,659 ― 8,711,659

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,124 216,787 218,912 (218,912) ―

計 6,017,296 2,913,275 8,930,572 (218,912) 8,711,659

  営業損失(△) △10,818 △56,489 △67,308 5,150 △62,157
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前第１四半期連結累計期間---在外連結子会社及び在外支店が無い為、該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間---在外連結子会社及び在外支店が無い為、該当事項はありません。 

前第１四半期連結累計期間---海外売上高は、連結売上高の10%未満の為、その記載を省略しておりま

す。 

当第１四半期連結累計期間---海外売上高は、連結売上高の10%未満の為、その記載を省略しておりま
す。 
  

  

該当ありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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