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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 17,579 △13.2 △68 ― △105 ― △167 ―
21年3月期第2四半期 20,254 ― 187 ― 180 ― 46 ―

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2四半期 △20.54 ―
21年3月期第2四半期 5.69 ―

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2四半期 30,970 14,003 45.0 1,712.18
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2四半期  13,929百万円 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
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3月期 ― 8.00 ― 6.00 14.00
22年3月期 ― 7.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 36,000 △11.8 320 △29.1 270 △38.2 100 ― 12.29
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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
なる場合があります。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 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2四半期  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2四半期 8,135,627株 21年3月期第2四半期 8,135,627株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気対策や諸外国の財政・金融政策の効果な
どで、輸出や生産などに回復傾向が現れたものの、雇用情勢の悪化や所得環境の不安による個人消費の低
迷、企業の設備投資抑制基調に変化はなく、未だ景気は厳しい状況で推移しております。印刷業界におき
ましても、お客様の広告宣伝費の削減が続く一方、受注競争の激化による単価低迷も改善されず、非常に
厳しい経営環境が継続しております。  
 そのような状況下において、当社グループは、設備投資の抑制や、固定費の削減、発注単価の見直しな
どを進めるとともに、部門ごとの利益管理をより徹底して収益の改善を図る一方、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推進し、さらなる市場深耕ときめ細かな市場開拓に取り組んでま
いりました。  
 しかしながら、印刷事業での主要得意先の発注量の減少や単価の下落の影響に加え、物販事業での印刷
機材類の販売減少により、当第２四半期連結累計期間の売上高は175億79百万円（前年同期比13.2%減）、
営業損失は68百万円（前年同期は営業利益１億87百万円）、経常損失は１億５百万円（前年同期は経常利
益１億80百万円）となりました。四半期純損失は１億67百万円（前年同期は四半期純利益46百万円）とな
りました。  
 通期につきましても、引き続き厳しい経営環境で推移するものと思われます。このような環境下で当社
グループは、さまざまな新しいメディアを組み合わせることでトータル・ソリューション活動を強化する
とともに、新技術を積極的に取り入れて製造プロセスの改善や事業分野の拡大に努めるほか、一層の経費
削減を進め、業績向上を図ってまいります。  
  
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】お客様の広告宣伝費削減の強化に伴う受注量の減少に加え、受注単価の低迷の影響を
受け、売上高は116億29百万円（前年同期比14.3％減）、営業損失は１億27百万円（前年同期は１億７百
万円の営業利益）となりました。  
  
【物販セグメント】販売先である印刷業界の停滞が続き、印刷関連機材類の販売が落ち込み、売上高は63
億96百万円（前年同期比10.6％減）、営業利益は38百万円（前年同期比42.5％減）となりました。  
  
  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ15億77百万円減少して、309億70
百万円となりました。これは主に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14億37百万円減少して、169億67百万円となりました。これは支
払手形及び買掛金の減少などによるものです。  
 純資産合計は、１億40百万円減少して140億３百万円となりました。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45.0％となりました。  
  
 当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、９億46百万円の収入となりまし
た。これは、仕入債務の減少等に対し、売上債権の減少や減価償却費等があったことによるものです。  
 投資活動のキャッシュ・フローは、28百万円の支出となりました。これは定期預金の払戻による収入に
対し、固定資産の取得による支出があったことによるものです。  
 財務活動によるキャッシュ・フローは、４億６百万円の支出となりました。これは主に長期借入金の返
済によるものです。  
 これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、５億
11百万円増加し、31億89百万円となりました。  
  
  

今後の業績予想につきましては、平成21年11月６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２四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２四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。 

  

前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めておりました「受取賃貸料」
は、当第２四半期連結累計期間において営業外収益の100分の20を超えたため、区分掲記することとい
たしました。なお、前第２四半期連結累計期間における「受取賃貸料」の金額は、11,005千円でありま
す。 
  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,030,728 3,553,482

受取手形及び売掛金 9,392,542 10,911,737

商品及び製品 842,613 891,833

仕掛品 439,920 422,375

原材料及び貯蔵品 206,379 210,809

繰延税金資産 315,203 320,256

その他 435,270 645,404

貸倒引当金 △195,740 △149,638

流動資産合計 15,466,918 16,806,260

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,742,019 4,924,992

機械装置及び運搬具（純額） 1,135,310 1,230,188

土地 5,784,562 5,784,562

リース資産（純額） 259,068 145,792

その他（純額） 177,343 187,169

有形固定資産合計 12,098,303 12,272,704

無形固定資産 288,386 303,460

投資その他の資産   

投資有価証券 1,280,519 1,183,148

繰延税金資産 924,422 963,662

その他 1,328,997 1,446,766

貸倒引当金 △416,858 △427,629

投資その他の資産合計 3,117,080 3,165,948

固定資産合計 15,503,770 15,742,112

資産合計 30,970,688 32,548,372

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,019,247 8,038,479

短期借入金 2,239,249 2,186,379

1年内返済予定の長期借入金 955,450 1,108,229

リース債務 57,666 35,206

未払法人税等 64,584 88,391

賞与引当金 463,509 461,166

その他の引当金 16,800 9,700

その他 766,786 1,020,949

流動負債合計 11,583,294 12,948,502
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

固定負債   

長期借入金 2,695,054 2,928,782

リース債務 229,282 123,020

長期未払金 561,944 587,022

退職給付引当金 1,824,661 1,739,874

その他 73,355 77,422

固定負債合計 5,384,297 5,456,122

負債合計 16,967,592 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 10,575,898 10,791,836

自己株式 △497,086 △497,086

株主資本合計 13,810,179 14,026,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 119,532 53,056

評価・換算差額等合計 119,532 53,056

少数株主持分 73,384 64,574

純資産合計 14,003,095 14,143,747

負債純資産合計 30,970,688 32,548,372
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 20,254,009 17,579,310

売上原価 16,700,789 14,665,225

売上総利益 3,553,220 2,914,085

割賦販売未実現利益戻入額 18,265 16,834

割賦販売未実現利益繰入額 － 9,145

差引売上総利益 3,571,485 2,921,773

販売費及び一般管理費 3,383,785 2,990,048

営業利益又は営業損失（△） 187,700 △68,275

営業外収益   

受取配当金 13,420 9,736

受取賃貸料 － 13,504

受取保険金 20,000 －

その他 27,596 20,396

営業外収益合計 61,016 43,637

営業外費用   

支払利息 59,316 55,890

その他 9,355 24,763

営業外費用合計 68,671 80,654

経常利益又は経常損失（△） 180,045 △105,291

特別利益   

固定資産売却益 11,427 1,075

投資有価証券売却益 40,062 1,181

貸倒引当金戻入額 17,574 27,142

その他 2,102 829

特別利益合計 71,166 30,229

特別損失   

固定資産処分損 44,787 3,565

退職給付費用 － 73,238

その他 12,596 11,399

特別損失合計 57,383 88,204

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（△）

193,827 △163,266

法人税等 126,643 △5,521

少数株主利益 20,881 9,380

四半期純利益又は四半期純損失（△） 46,302 △167,124
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

193,827 △163,266

減価償却費 477,774 434,126

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,626 63,332

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,956 2,343

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,870 84,786

受取利息及び受取配当金 △20,276 △14,504

支払利息 59,316 55,890

為替差損益（△は益） △65 159

投資有価証券評価損益（△は益） 9,419 10,339

投資有価証券売却損益（△は益） △39,750 △1,181

固定資産売却損益（△は益） 33,360 2,490

売上債権の増減額（△は増加） 1,989,431 1,500,201

たな卸資産の増減額（△は増加） △104,878 19,035

仕入債務の増減額（△は減少） △2,045,867 △992,666

未払消費税等の増減額（△は減少） 84,628 △107,778

その他 △198,742 115,288

小計 426,977 1,008,597

利息及び配当金の受取額 20,162 14,391

利息の支払額 △59,386 △54,767

法人税等の支払額 △170,700 △21,778

営業活動によるキャッシュ・フロー 217,053 946,443

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 △208,980 △12,902

定期預金の払戻による収入 1,000,000 146,000

固定資産の取得による支出 △960,027 △166,719

固定資産の売却による収入 32,684 4,262

投資有価証券の取得による支出 △12,663 △5,390

投資有価証券の売却による収入 64,528 3,227

長期貸付けによる支出 △11,000 △600

貸付金の回収による収入 8,255 5,127

その他 △54,867 △1,085

投資活動によるキャッシュ・フロー △142,068 △28,080
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） 322,875 52,870

リース債務の返済による支出 △2,986 △23,839

長期借入れによる収入 985,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △784,339 △536,506

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 455,464 △406,859

現金及び現金同等物に係る換算差額 65 △159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 530,515 511,343

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 3,297,226 3,189,047
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該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 

３ 会計処理の変更 

 従来、作業屑等売却益につきましては営業外収益として処理しておりましたが、発生が恒常的となり、か

つ、金額的に重要性が増してきたことから、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、売上高に計上す

る方法に変更しております。この変更により、当第２四半期連結累計期間の「印刷事業」の売上高及び営業利

益は、49,273千円増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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

13,555,538 6,698,471 20,254,009 ― 20,254,009

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

14,502 453,688 468,191 (468,191) ―

計 13,570,041 7,152,160 20,722,201 (468,191) 20,254,009

  営業利益 107,013 66,474 173,487 14,212 187,700

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

11,625,409 5,953,900 17,579,310 ― 17,579,310

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,699 442,896 446,595 (446,595) ―

計 11,629,108 6,396,797 18,025,905 (446,595) 17,579,310

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△127,419 38,243 △89,175 20,900 △68,275
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前第２四半期連結累計期間---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２四半期連結累計期間---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２四半期連結累計期間---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２四半期連結累計期間---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。 
  

  

該当事項はありません。 

  

【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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