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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8月31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5月期第1四半期 5,297 △1.8 1,723 △3.9 1,742 △3.9 1,020 △1.3

21年5月期第1四半期 5,396 ― 1,792 ― 1,813 ― 1,034 ―

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5月期第1四半期 82.41 ―

21年5月期第1四半期 80.84 ―

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5月期第1四半期 14,616 12,680 86.8 1,023.90
21年5月期 14,025 11,758 83.8 949.45

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  12,680百万円 21年5月期  11,758百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

12.00 ― 12.00 24.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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

7,920 △0.6 1,790 △1.1 1,770 △3.2 990 11.3 79.94

通期 13,040 5.2 1,820 24.5 1,790 27.2 1,000 51.6 80.75
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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  有  
(注)詳細は、５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） 

(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 

・平成21年７月２日発表の連結業績予想を修正しておりません。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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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5月期第1四半期 12,936,793株 21年5月期  12,936,793株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  552,572株 21年5月期  552,499株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 12,384,238株 21年5月期第1四半期 12,790,544株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益が大幅に減少し、失業率が過去最高水準と

なるなど依然厳しい状況が続いていましたが、対外経済環境の改善や過去最大規模の景気対策等に伴い輸

出や生産、個人消費に持ち直しの動きが見られました。  

 こうした状況のもと、ディスクロージャー印刷に関係が深い株式市場は、日経平均株価が9,500円台か

ら10,400円台まで上昇するなど、最悪期を脱し、一定の回復が見られました。しかしながら、景気の先行

きについては、金融危機と実体経済悪化の悪循環により、下振れするリスクも依然残されており、回復が

順調に進むかどうかは不確実な状況にあります。 

 このようななか国内外ファイナンス部門の売上も依然厳しい状況にあり、特にＩＰＯ（新規上場）件数

は激減した前年同四半期に比べさらに一段と減少いたしました。 

  
(1) 売上高 

当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比98百万円(1.8%)減少し、5,297百万円となりま
した。 
 これを製品区分別に説明いたしますと、次のとおりであります。 
・ 金融商品取引法関連製品につきましては、提出免除や統廃合の影響で有価証券報告書の売上が減少

し、四半期報告書の件数が増加したものの補うことができず、前年同四半期比30百万円(1.2%)減少

し、2,436百万円となりました。 

・ 会社法関連製品につきましては、株主総会招集通知は横ばいでしたが、株券関係売上の減少を主因

に、14百万円(1.1%)減少し、1,245百万円となりました。 

・ ＩＲ関連製品につきましては、競争激化の影響で75百万円(5.2%)減少し、1,376百万円となりまし

た。 

・ その他製品につきましては、ファイナンス関連のサービスをスポットでお受けしたため、21百万円

(9.9%)増加し、239百万円となりました。 
(2) 営業利益 

上記の通り、売上高の減少により売上総利益が減少したこと、人件費など販管費が増加したことによ

り、営業利益は前年同四半期比69百万円(3.9%)減少し、1,723百万円となりました。 
(3) 経常利益 

営業外損益は前年同四半期に比べ若干減少し、18百万円のプラスとなり、経常利益は前年同四半期比

71百万円(3.9％)減少し、1,742百万円となりました。 
(4) 四半期純利益 

固定資産除却損、貸倒引当金繰入額が各々4百万円発生するなど、特別損失を9百万円計上しましたの

で、税金等調整前四半期純利益は前年同四半期比16百万円(1.0％)減少し、1,732百万円となり、四半期

純利益は前年同四半期比13百万円(1.3％)減少し、1,020百万円となりました。 
  
 なお、当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、
第１四半期の売上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。 

  

・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
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(1) 財政状態の変動状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて10.9％増加し、6,677百万円となりました。これは、現金

及び預金が1,492百万円増加し、仕掛品が666百万円減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.8％減少し、7,939百万円となりました。これは、有形固

定資産が39百万円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて4.2％増加し、14,616百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて15.2％減少し、1,849百万円となりました。これは、未払

法人税等が538百万円増加し、買掛金が476百万円、未払費用が653百万円それぞれ減少したことなど

によります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて2.5％増加し、86百万円となりました。これは、役員退職

慰労引当金が2百万円増加したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて14.6％減少し、1,936百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて7.8％増加し、12,680百万円となりました。これは、主

として利益剰余金が871百万円増加したことなどによります。 

  
(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年

度末に比べ1,493百万円(45.6％)増加し、4,765百万円となりました。  

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は前年同四半期に比べ124百万円(7.9％)増加し、1,696百万円とな

りました。  

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,732百万円、たな卸資産の減少額670百万円であ

り、支出の主な内訳は、未払費用の減少額654百万円及び仕入債務の減少額476百万円でありま

す。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は前年同四半期並みの84百万円となりました。  

 これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出88百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は前年同四半期に比べ252百万円(68.1％)減少し、118百万円となり

ました。  

 これは、主に配当金の支払額118百万円によるものであります。 

  

平成21年７月２日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 
  
  
  
  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

・棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結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。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計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。 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  
  

  

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
①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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

宝印刷㈱（7921）　平成22年５月期第１四半期決算短信

－ 5 －



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８月31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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,435,762 2,942,812

受取手形及び売掛金 1,558,047 1,815,250

有価証券 334,247 334,120

仕掛品 137,036 803,201

原材料及び貯蔵品 36,095 40,380

繰延税金資産 177,065 67,698

その他 8,827 27,010

貸倒引当金 △9,854 △8,555

流動資産合計 6,677,228 6,021,918

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,035,766 3,037,866

減価償却累計額 △1,959,074 △1,948,629

建物及び構築物（純額） 1,076,692 1,089,237

機械装置及び運搬具 2,060,493 2,060,493

減価償却累計額 △1,638,824 △1,612,046

機械装置及び運搬具（純額） 421,669 448,447

土地 3,186,649 3,186,649

その他 348,981 351,005

減価償却累計額 △284,136 △285,761

その他（純額） 64,845 65,244

有形固定資産合計 4,749,857 4,789,578

無形固定資産   

ソフトウエア 855,924 865,465

その他 33,215 46,223

無形固定資産合計 889,139 911,689

投資その他の資産   

投資有価証券 1,873,767 1,794,321

繰延税金資産 140,735 154,986

前払年金費用 95,771 160,342

その他 206,540 207,677

貸倒引当金 △16,717 △15,492

投資その他の資産合計 2,300,097 2,301,836

固定資産合計 7,939,094 8,003,104

資産合計 14,616,322 14,025,022
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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８月31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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 190,043 666,454

未払法人税等 856,192 317,970

未払費用 247,538 901,454

賞与引当金 217,773 －

役員賞与引当金 6,415 25,660

その他 331,218 270,344

流動負債合計 1,849,181 2,181,884

固定負債   

退職給付引当金 2,085 1,991

役員退職慰労引当金 84,902 82,869

固定負債合計 86,988 84,861

負債合計 1,936,169 2,266,746

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,049,318 2,049,318

資本剰余金 1,998,941 1,998,941

利益剰余金 9,220,742 8,348,764

自己株式 △558,105 △558,043

株主資本合計 12,710,897 11,838,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30,744 △80,705

評価・換算差額等合計 △30,744 △80,705

純資産合計 12,680,153 11,758,276

負債純資産合計 14,616,322 14,025,022
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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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 5,396,046 5,297,769

売上原価 2,557,784 2,517,642

売上総利益 2,838,261 2,780,126

販売費及び一般管理費   

販売促進費 51,228 53,419

運賃及び荷造費 81,082 67,838

役員報酬 28,230 30,480

給料及び手当 417,322 422,290

貸倒引当金繰入額 － 157

賞与引当金繰入額 120,084 124,782

役員賞与引当金繰入額 5,880 6,415

退職給付引当金繰入額 19,306 32,450

役員退職慰労引当金繰入額 2,883 2,032

福利厚生費 87,721 93,710

修繕維持費 17,599 10,787

租税公課 23,883 22,965

減価償却費 20,186 22,004

賃借料 30,938 30,802

その他 138,933 136,073

販売費及び一般管理費合計 1,045,279 1,056,210

営業利益 1,792,981 1,723,916

営業外収益   

受取利息 2,375 844

受取配当金 9,680 10,721

その他 10,275 6,883

営業外収益合計 22,331 18,449

営業外費用   

支払利息 272 －

その他 1,700 106

営業外費用合計 1,973 106

経常利益 1,813,339 1,742,259

特別利益   

特別利益合計 － －

特別損失   

固定資産除却損 471 4,170

投資有価証券評価損 56,264 －

施設利用権評価損 － 1,275

貸倒引当金繰入額 7,124 4,172

特別損失合計 63,860 9,617

税金等調整前四半期純利益 1,749,478 1,732,642

法人税、住民税及び事業税 871,373 841,443

法人税等調整額 △155,917 △129,391

法人税等合計 715,456 712,052

四半期純利益 1,034,022 1,020,589

宝印刷㈱（7921）　平成22年５月期第１四半期決算短信

－ 8 －



(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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31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 1,749,478 1,732,642

減価償却費 118,720 121,142

引当金の増減額（△は減少） 189,298 203,179

受取利息及び受取配当金 △12,056 △11,566

支払利息 272 －

売上債権の増減額（△は増加） 166,280 255,976

たな卸資産の増減額（△は増加） 617,332 670,449

仕入債務の増減額（△は減少） △466,558 △476,410

未払費用の増減額（△は減少） △618,861 △654,271

その他 18,652 146,347

小計 1,762,560 1,987,489

利息及び配当金の受取額 12,056 11,566

利息の支払額 △272 －

法人税等の支払額 △202,476 △302,951

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,571,867 1,696,103

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 △14,474 △14,168

無形固定資産の取得による支出 △74,054 △73,981

投資有価証券の取得による支出 △1,404 △2,410

投資事業組合からの分配による収入 10,727 7,196

その他 △6,142 △1,510

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,349 △84,875

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △112,942 △118,089

自己株式の取得による支出 △257,786 △61

その他 77 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △370,651 △118,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,115,866 1,493,077

現金及び現金同等物の期首残高 2,886,643 3,272,432

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,002,509 4,765,509
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

   該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日）及び当第１四半期連結累
計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

［事業の種類別セグメント情報］ 

当社及び連結子会社の事業は、ディスクロージャー関連事業並びにこれらの付帯業務の単一事業であ
ります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 
  

［所在地別セグメント情報］ 

 在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

［海外売上高］ 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

    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) セグメント情報

(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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当社グループにおいて、開示対象となる事業の種類別セグメントはありませんので製品区分別に記載し

ております。 

①生産実績     

生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
②受注実績 

受注実績を製品区分別に示すと、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 

販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績の10％以上を占める販売顧客に該当するものはありません。 

  
  
  

  

6. その他の情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

製品区分

前第１四半期連結累計期間
自 平成20年６月１日 
至 平成20年８月31日

当第１四半期連結累計期間
自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日

比較増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金融商品取引法関連 2,466,042 45.7 2,436,021 46.0 △30,020 △1.2

会社法関連 1,260,052 23.4 1,245,761 23.5 △14,291 △1.1

ＩＲ関連 1,451,822 26.9 1,376,247 26.0 △75,574 △5.2

その他 218,129 4.0 239,739 4.5 21,609 9.9

合計 5,396,046 100.0 5,297,769 100.0 △98,276 △1.8

製品区分

前第１四半期連結累計期間
自 平成20年６月１日 
至 平成20年８月31日

当第１四半期連結累計期間
自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日

比較増減

受注高(千円)
受注残高
（千円）

受注高(千円)
受注残高
（千円）

受注高(千円)
受注残高
（千円）

金融商品取引法関連 1,909,795 306,565 1,859,230 154,003 △50,565 △152,561

会社法関連 282,938 62,058 310,640 79,133 27,701 17,074

ＩＲ関連 531,039 253,380 435,995 218,933 △95,044 △34,446

その他 162,677 50,478 181,431 24,228 18,753 △26,249

合計 2,886,452 672,482 2,787,297 476,299 △99,155 △196,183

製品区分

前第１四半期連結累計期間
自 平成20年６月１日 
至 平成20年８月31日

当第１四半期連結累計期間
自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日

比較増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金融商品取引法関連 2,466,042 45.7 2,436,021 46.0 △30,020 △1.2

会社法関連 1,260,052 23.4 1,245,761 23.5 △14,291 △1.1

ＩＲ関連 1,451,822 26.9 1,376,247 26.0 △75,574 △5.2

その他 218,129 4.0 239,739 4.5 21,609 9.9

合計 5,396,046 100.0 5,297,769 100.0 △98,276 △1.8
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