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1.  平成22年4月期第1四半期の業績（平成21年5月1日～平成21年7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 ％

22年4月期第1四半期 523 △8.1 △202 ― △198 ― △206 ―

21年4月期第1四半期 569 ― △155 ― △150 ― △75 ―

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4月期第1四半期 △54.55 ―

21年4月期第1四半期 △20.07 ―

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4月期第1四半期 4,353 3,745 86.0 990.95
21年4月期 4,769 3,968 83.2 1,049.93

（参考） 自己資本   22年4月期第1四半期  3,745百万円 21年4月期  3,968百万円

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4月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年4月期 ―

22年4月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

780 △4.8 △500 ― △500 ― △520 ― △137.56

通期 2,800 2.5 △110 ― △100 ― △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） 

(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 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4月期第1四半期 3,813,000株 21年4月期  3,813,000株

② 期末自己株式数 22年4月期第1四半期  32,798株 21年4月期  32,798株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年4月期第1四半期 3,780,202株 21年4月期第1四半期 3,780,202株

※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、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、実際の業績は見通し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3ページを参照して下さい。 



 当第1四半期（平成21年5月1日～7月31日）の経済情勢は、4-6月期の国内総生産（ＧＤＰ）が年率換算で3.7％増と

なり5四半期ぶりのプラス成長となるなど日本経済は最悪期を脱したことを裏付け年内は緩やかに景気回復が続くと

の見方もありますが、個人消費や設備投資といった内需は弱含んでおり、プラス成長がいつまで続くか不透明な状況

であります。また、当印刷業界におきましては、7月の紙・板紙出荷量が10カ月連続で前年割れとなり依然として印

刷需要は低迷いたしておりました。 

 このような経営環境の下、当社の当第1四半期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四半期比9.0％減の361百万円となり、一般商業印刷部門の売上高は、上記の

ような印刷市場の状況により前年同四半期比6.0％減の161百万円となりまして、全売上高は、前年同四半期比8.1％

減の523百万円となりました。 

 また、損益面におきましては、営業損失202百万円（前年同四半期比47百万円損失増）、経常損失198百万円（前年

同四半期比48百万円損失増）、四半期純損失206百万円（前年同四半期比130百万円損失増）となっておりますが、こ

れらの前年同四半期との差は、営業損失ならびに経常損失については主に売上高の減少等によるものであり、四半期

純損失については前述の売上高の減少に加え、通期で損失予想のため当第1四半期は繰延税金資産を計上していない

ことによるものであります。    

 （季節変動について） 

 当社の年間売上高のおよそ75％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1四半期の売上高は年間売上高の4分の1前後になりませんし、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1四半期においては、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1四半期における財政状態につきましては、総資産が4,353百万円と前事業年度末に比べ416百万円減少となっ

ておりますが、これは主として印刷機械等の設備代金や配当金の支払等に現預金を充当したこと等によるものであり

ます。 

 また、純資産は3,745百万円と前事業年度末に比べ222百万円減少しておりますが、これは当第1四半期純損失206百

万円等によるものであります。  

  

  

 第2四半期累計期間および通期の見通しにつきましては、当第1四半期は売上高が前年同四半期に比べやや下回って

おり、学校アルバム部門における少子化問題、一般商業印刷部門における景気の再失速懸念など、リスク要因はあり

ますが、現時点におきましては平成21年6月10日発表「平成21年4月期決算短信（非連結）」の業績予想から変更はあ

りません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,262,696 1,787,639

受取手形及び売掛金 347,088 399,849

商品及び製品 3,876 1,806

仕掛品 31,291 59,745

原材料及び貯蔵品 40,621 61,338

その他 21,416 13,814

貸倒引当金 △21,300 △21,000

流動資産合計 1,685,691 2,303,194

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 929,238 701,585

土地 929,190 929,190

その他（純額） 388,992 391,272

有形固定資産合計 2,247,420 2,022,047

無形固定資産 21,756 26,995

投資その他の資産   

その他 406,759 421,199

貸倒引当金 △8,000 △3,700

投資その他の資産合計 398,759 417,499

固定資産合計 2,667,936 2,466,542

資産合計 4,353,628 4,769,737

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 124,368 192,471

未払法人税等 7,799 16,559

賞与引当金 47,000 86,000

その他 159,469 205,372

流動負債合計 338,637 500,403

固定負債   

退職給付引当金 107,781 103,349

役員退職慰労引当金 152,151 192,949

その他 9,082 4,087

固定負債合計 269,015 300,385

負債合計 607,652 800,789



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 1,174,977 1,418,980

自己株式 △15,728 △15,728

株主資本合計 3,780,558 4,024,561

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34,582 △55,613

評価・換算差額等合計 △34,582 △55,613

純資産合計 3,745,975 3,968,948

負債純資産合計 4,353,628 4,769,737



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 569,745 523,547

売上原価 584,438 573,186

売上総損失（△） △14,693 △49,638

販売費及び一般管理費 140,881 152,973

営業損失（△） △155,574 △202,612

営業外収益   

受取利息 777 1,107

受取配当金 3,284 2,037

その他 1,333 890

営業外収益合計 5,394 4,035

経常損失（△） △150,180 △198,576

特別利益   

投資有価証券売却益 32,132 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 42,840

保険解約返戻金 － 32,801

特別利益合計 32,132 75,641

特別損失   

役員退職慰労金 － 66,960

固定資産売却損 51 －

固定資産除却損 6,732 16,305

特別損失合計 6,783 83,265

税引前四半期純損失（△） △124,831 △206,200

法人税等調整額 △48,950 －

法人税等合計 △48,950 －

四半期純損失（△） △75,881 △206,200



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７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（△） △124,831 △206,200

減価償却費 46,036 70,894

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,443 4,432

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,582 △40,797

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,000 △39,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △900 4,600

受取利息及び受取配当金 △4,061 △3,144

投資有価証券売却損益（△は益） △32,132 －

固定資産売却損益（△は益） 51 －

固定資産除却損 6,732 16,305

売上債権の増減額（△は増加） 23,348 48,657

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,237 47,100

仕入債務の増減額（△は減少） △86,060 △68,102

未払消費税等の増減額（△は減少） △47,042 △45,456

その他 △19,358 △45,188

小計 △241,955 △255,901

利息及び配当金の受取額 3,284 2,261

法人税等の支払額 △11,574 △8,759

営業活動によるキャッシュ・フロー △250,245 △262,399

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 △9,962 △306,415

無形固定資産の取得による支出 △4,860 △472

有形固定資産の売却による収入 30 －

投資有価証券の取得による支出 △601 △601

投資有価証券の売却による収入 133,484 －

その他 4,670 77,972

投資活動によるキャッシュ・フロー 122,761 △229,516

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △33,945 △33,026

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,945 △33,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △161,428 △524,942

現金及び現金同等物の期首残高 1,502,638 1,287,639

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,341,210 762,696



 該当事項はありません。 

  

 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



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  

  

②部門別受注高及び受注残高  

  

６．その他の情報

 期別 

  

  

区分 

前第1四半期 

(自 平成20年5月1日 

至 平成20年7月31日） 

当第1四半期 

(自 平成21年5月1日 

至 平成21年7月31日) 
増減金額 増減率 

前事業年度 

(自 平成20年5月1日 

至 平成21年4月30日） 

  金 額 構成比率 金 額 構成比率   金 額 構成比率

  千円     ％ 千円 ％ 千円 ％   ％

学校アルバム 397,549 69.8 361,601 69.1 △35,947 △9.0 2,061,008 75.4

一般商業印刷 172,195 30.2 161,945 30.9 △10,250 △6.0 670,783 24.6

合 計 569,745 100.0 523,547 100.0 △46,197 △8.1 2,731,791 100.0

   期別 

  

  

区分 

前第1四半期 

（自 平成20年5月1日 

至 平成20年7月31日） 

当第1四半期 

（自 平成21年5月1日 

至 平成21年7月31日) 

前事業年度 

（自 平成20年5月1日 

至 平成21年4月30日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

  

学校アルバム 236,176 73,570  222,742 75,494 2,040,419 214,354

一般商業印刷 166,099 16,125 173,035 30,240 667,712 19,150

計 402,276 89,695 395,777 105,734 2,708,132 233,504
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