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配当支払開始予定日 ―

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 4,682 △15.9 66 △44.6 65 △41.3 42 △84.0

21年3月期第1四半期 5,564 ― 119 ― 111 ― 266 ―

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 1.31 ―

21年3月期第1四半期 8.11 ―

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 31,360 16,519 52.4 504.20
21年3月期 30,629 16,335 53.3 501.10

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  16,436百万円 21年3月期  16,335百万円

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 12.00 12.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

10,500 △4.5 270 45.2 250 86.6 135 △45.3 4.14

通期 22,200 1.0 840 122.8 780 214.5 430 228.2 13.19
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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）  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  無  
（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。 

(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。 

(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 

業績予想につきましては、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、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と大きく異な
る可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 33,634,203株 21年3月期  33,634,203株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,035,431株 21年3月期  1,034,831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 32,599,172株 21年3月期第1四半期 32,878,739株
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【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 1 四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、一部の経済指標に下げ止まりの兆しは見える

ものの、企業収益や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など、依然として低調に推移しました。 

印刷業界におきましては、景気後退を受けた得意先の経費削減による印刷需要の減少、受注競争の

激化による単価下落、原材料価格の高止まりなどにより、経営環境は依然として厳しい状況が続きま

した。 

当社はこのような情勢のもと、グループの総力を挙げて組織的な受注活動や企画提案活動の推進に

努める一方、生産の見直しによるコストダウン、品質の向上に取り組みました。 

しかしながら、主力の一般印刷・情報における広告宣伝用印刷物の減少や過当競争による受注単価

下落などにより、当第 1四半期連結会計期間の売上は 46 億 82 百万円（前年同期比 15.9％減）となり、

損益面では、営業利益は 66 百万円（前年同期比 44.6％減）、経常利益は 65 百万円（前年同期比 41.3％

減）、四半期純利益は 42 百万円（前年同期比 84.0％減）となりました。 

 

2.連結財政状態に関する定性的情報 

当第 1 四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 7 億 30 百万円増加の 313 億 60

百万円となりました。これは、主に投資有価証券の増加によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ 5億 46 百万円増加の 148 億 40 百万円となりました。これは、

主に短期借入金の増加によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 1億 84 百万円増加の 165 億 19 百万円となりました。これ

は、その他有価証券評価差額金の増加によるものです。 

 

3.連結業績予想に関する定性的情報 

 平成 22 年 3 月期第 2四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、引き続き厳しい経営

環境が続くものと考えられ、当第 1四半期までの業績等を勘案して、下記のとおりとします。 

（第 2四半期連結累計期間） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 11,490 百万円 374 百万円 348 百万円 186 百万円 

今回予想（Ｂ） 10,500 百万円 270 百万円 250 百万円 135 百万円 

増減額（Ｂ－Ａ） △990 百万円 △104 百万円 △98 百万円 △51 百万円 

増減率（％） △8.6 △27.8 △28.2 △27.4 

（通期） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 24,295 百万円 1,074 百万円 1,006 百万円 555 百万円 

今回予想（Ｂ） 22,200 百万円 840 百万円 780 百万円 430 百万円 

増減額（Ｂ－Ａ） △2,095 百万円 △234 百万円 △226 万円 △125 百万円 

増減率（％） △8.6 △21.8 △22.5 △22.5 
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（参考）個別業績予想 

（第 2四半期累計期間） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 10,364 百万円 295 百万円 277 百万円 160 百万円 

今回予想（Ｂ） 9,430 百万円 210 百万円 195 百万円 115 百万円 

増減額（Ｂ－Ａ） △934 百万円 △85 百万円 △82 百万円 △45 百万円 

増減率（％） △9.0 △28.8 △29.6 △28.1 

（通期） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 21,465 百万円 895 百万円 825 百万円 460 百万円 

今回修正予想（Ｂ） 19,500 百万円 680 百万円 610 百万円 340 百万円 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,965 百万円 △215 百万円 △215 百万円 △120 百万円 

増減率（％） △9.2 △24.0 △26.1 △26.1 

 

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 

    簡便な会計処理 

     採用した簡便な会計処理のうち、重要なものはありません。 

    四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

     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 連結の範囲に関する事項 

当第 1 四半期連結会計期間末まで持分法適用関連会社であった群馬高速オフセット株式会

社は、平成 21 年 6 月 19 日の株式取得に伴い当第 1四半期連結会計期間より連結子会社とな

りました。なお、みなし取得日を当第１四半期連結会計期間末としているため、当第１四半

期連結会計期間は貸借対照表のみを連結しています。変更後の連結子会社は 5社です。 

② 持分法の適用に関する事項 

当第 1四半期連結会計期間末より、群馬高速オフセット株式会社は連結の範囲に含められた

ため、持分法適用の範囲から除外しています。 

この変更により持分法適用会社はなくなりました。  
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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 1,366,908 843,435

受取手形及び売掛金 3,591,265 3,313,155

製品 367,549 370,814

仕掛品 357,857 339,442

原材料及び貯蔵品 215,080 231,999

その他 408,651 408,887

貸倒引当金 △3,988 △2,057

流動資産合計 6,303,324 5,505,676

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,006,494 10,148,805

機械装置及び運搬具（純額） 6,621,817 6,873,203

土地 2,952,056 2,952,056

リース資産（純額） 814,975 631,514

その他（純額） 151,174 154,881

有形固定資産合計 20,546,519 20,760,462

無形固定資産 56,322 54,228

投資その他の資産   

投資有価証券 3,463,932 2,783,171

その他 1,245,088 1,769,659

貸倒引当金 △254,463 △243,384

投資その他の資産合計 4,454,557 4,309,446

固定資産合計 25,057,399 25,124,137

資産合計 31,360,724 30,629,814
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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 3,556,135 3,660,298

短期借入金 7,992,677 7,481,893

リース債務 156,823 156,823

未払法人税等 14,634 37,604

賞与引当金 51,116 163,564

その他 1,154,626 734,213

流動負債合計 12,926,015 12,234,397

固定負債   

長期借入金 419,130 629,180

リース債務 706,636 745,842

退職給付引当金 267,095 186,361

役員退職慰労引当金 255,398 255,398

負ののれん 47,434 －

その他 219,223 243,176

固定負債合計 1,914,918 2,059,958

負債合計 14,840,934 14,294,356

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,607,886 5,607,886

資本剰余金 4,449,556 4,449,556

利益剰余金 6,852,173 7,200,771

自己株式 △482,481 △482,291

株主資本合計 16,427,135 16,775,923

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,314 △440,465

評価・換算差額等合計 9,314 △440,465

少数株主持分 83,340 －

純資産合計 16,519,790 16,335,457

負債純資産合計 31,360,724 30,629,814
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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 5,564,574 4,682,087

売上原価 4,685,771 3,899,387

売上総利益 878,803 782,700

販売費及び一般管理費 759,015 716,389

営業利益 119,788 66,310

営業外収益   

受取利息 549 494

受取配当金 41,972 32,569

受取家賃 5,805 5,049

持分法による投資利益 － 2,739

その他 4,251 3,992

営業外収益合計 52,579 44,846

営業外費用   

支払利息 44,856 33,866

持分法による投資損失 3,081 －

その他 13,331 12,082

営業外費用合計 61,269 45,949

経常利益 111,098 65,208

特別損失   

固定資産除却損 1,805 －

役員退職慰労金 16,500 －

特別損失合計 18,305 －

税金等調整前四半期純利益 92,792 65,208

法人税、住民税及び事業税 89,945 8,690

法人税等調整額 △263,879 13,924

法人税等合計 △173,934 22,614

四半期純利益 266,727 42,594
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 （３）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

 (４)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。 
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