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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 7,152 △23.7 270 △5.7 246 △3.5 115 △15.2
21年3月期第3四半期 9,371 ― 286 ― 255 ― 136 ―

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3四半期 16.93 ―
21年3月期第3四半期 21.13 ―

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3四半期 3,993 1,769 44.3 258.32
21年3月期 4,075 1,693 41.6 247.20

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,769百万円 21年3月期  1,693百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
7.50 7.50

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 9,864 △16.3 412 41.8 383 53.7 186 38.4 27.22
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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） 

［（注）詳細は，３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他を御覧ください。］ 

(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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 6,850,000株 21年3月期  6,850,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 6,850,000株 21年3月期第3四半期 6,474,727株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当資料に記載の業績予想は、現在入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確実な要素を含んでいます。実際の業績等は今後の様々な
要因によって上記の予想数値とは異なる場合があります。 
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間における世界経済の環境は、中国においては消費促進政策の効果による内需中心の回

復がみられ、欧米においても経済対策効果による個人消費の緩やかな持ち直しの動きが見られましたが、依然

として雇用情勢の悪化が進むなど、全体としては厳しい状況が続きました。 

わが国経済は、環境車購入支援やエコポイント制導入などの景気刺激策が一部消費の持ち直しをもたらし、

アジア向け輸出の増加による貿易・サービス収支の改善が見られましたが、民間設備投資の低迷、企業収益の

減少傾向、雇用や所得情勢の悪化は続いており、景気が回復へ至るには未だ厳しい環境にあります。 

当社を取り巻く環境は、パッケージ事業においては、当第３四半期前半において、企画提案型サービスが好

調に推移し、回復傾向が見られたものの、依然として続く景気後退の影響が強く、前年同期の水準までは回復

するに至りませんでした。メディアネットワーク事業においては、顧客先であるカタログ通販会社等における

コスト抑制により販売促進企画の縮小および経費削減がより一層進む中、封筒などの製品販売や一気通貫サー

ビスの一層の強化を推進いたしましたが、厳しい事業環境となりました。 

このような状況の中、経営資源の効率的利用、経費削減および利便性を重視し、支店および生産センターの

移転、集約を行いました。また、原価逓減のために、割安の海外原材料を効果的に使用し、利益率向上に努め

ました。 

その結果、当第３四半期累計期間の売上高は 7,152 百万円（前年同期比 23.7％減）、営業利益は 270 百万円

（前年同期比 5.7％減）、経常利益は 246 百万円（前年同期比 3.5％減）、四半期純利益は 115 百万円（前年同期

比 15.2％減）となりました。 

事業別の状況は次のとおりであります。 

 

（パッケージ事業） 

パッケージ事業につきましては、当第３四半期前半において顧客の販売促進活動等に適した商品を提案し、

要望や消費者ニーズに合わせて当社のパッケージや封入サービスを提供する企画提案型営業を中心に回復傾向

がみられましたが、消費の低迷により需要が減少する中、販売数量が概ね堅調に推移する一方で低価格帯の製

品が中心となった結果、パッケージ事業全体の売上高の伸びは緩やかなものとなり、十分な回復には至りませ

んでした。また、フィルム原反など原材料費においては、割安の海外原材料を効果的に使用することによって

原価逓減を進めたことにより、売上総利益は前年同期と比べ増加いたしました。 

この結果、当事業の当第３四半期累計期間の売上高は 4,573 百万円（前年同期比 5.6％減）となりました。 

 

（メディアネットワーク事業） 

メディアネットワーク事業につきましては、経済情勢を顕著に反映し、当社の主力顧客であるカタログ通販

会社のダイレクトメール、販売促進企画の規模がより一層縮小し、発送回数、通数の絞り込みが行われる中、

封筒販売、一気通貫サービス提供の一層の強化を進めましたが、新規案件の獲得も十分に進まず、厳しい事業

環境となりました。 

この結果、当事業の当第３四半期累計期間の売上高は 2,579 百万円（前年同期比 43.0％減）となりました。 
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２．財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末の総資産は 3,993 百万円となり、前事業年度末に比べ 81 百万円減少しまし

た。これは主に現金及び預金の減少や受取手形及び売掛金の減少等によるものであります。 

当第３四半期会計期間末の負債は 2,223 百万円となり、前事業年度末に比べ 157 百万円減少しました。

これは主に未払法人税等の減少等によるものであります。 

当第３四半期会計期間末における純資産は 1,769 百万円となり、前事業年度末に比べ 76 百万円増加

しました。これは主に利益剰余金の増加等によるものであります。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比

べ 135 百万円減少し、350 百万円となりました。 

(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 120 百万円となりました。これは主に売上債権の増加額 63 百万円及

び法人税等の支払額 176 百万円等があったものの、税引前四半期純利益 203 百万円の計上、仕入債務の

増加額 121 百万円等があったことによるものであります。 

(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 64 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出

55 百万円及び差入保証金の差入による支出 23 百万円等があったこと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 191 百万円となりました。これは主に短期借入金の減少額 60百万円、

長期借入金の返済による支出 67 百万円、配当金の支払額 50 百万円等があったことによるものでありま

す。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年 11 月 10 日に公表いたしました通期の業績予想につきましては、現時点において変更はあ

りません。 

 

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 

該当事項はありません。 

 

（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 

会計処理基準に関する事項の変更 

（たな卸資産の評価方法の変更） 

従来、原材料の評価方法は、主として先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）によっておりましたが、第１四半期会計期間より主として移動平均法による原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更は、新たな在庫管理システムの

本格稼動に伴い、移動平均法による在庫評価計算が可能となったため価格変動を平均化し、期間損

益をより適正に表示することを目的に行ったものであります。 

なお、当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 405,490 535,991

受取手形及び売掛金 1,760,265 1,909,200

製品 196,327 200,968

仕掛品 89,895 107,575

原材料 20,640 28,932

その他 302,418 97,506

貸倒引当金 △14,998 △16,173

流動資産合計 2,760,040 2,864,001

固定資産   

有形固定資産   

土地 599,420 599,420

その他（純額） 200,177 167,391

有形固定資産合計 799,598 766,811

無形固定資産 48,302 58,824

投資その他の資産   

その他 462,279 451,931

貸倒引当金 △76,713 △66,382

投資その他の資産合計 385,566 385,548

固定資産合計 1,233,467 1,211,184

資産合計 3,993,508 4,075,185

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,444,255 1,314,630

短期借入金 140,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 90,000 90,000

未払法人税等 17,930 151,301

未払消費税等 12,611 29,729

賞与引当金 41,053 78,449

その他 154,263 105,333

流動負債合計 1,900,114 1,969,445

固定負債   

長期借入金 135,000 202,500

退職給付引当金 8,209 34,042

役員退職慰労引当金 119,061 119,516

その他 61,603 56,329

固定負債合計 323,874 412,387

負債合計 2,223,989 2,381,833
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 229,400 229,400

資本剰余金 146,800 146,800

利益剰余金 1,401,923 1,337,309

株主資本合計 1,778,123 1,713,509

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,604 △20,156

評価・換算差額等合計 △8,604 △20,156

純資産合計 1,769,518 1,693,352

負債純資産合計 3,993,508 4,075,185
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 9,371,157 7,152,762

売上原価 8,150,789 6,004,671

売上総利益 1,220,367 1,148,090

販売費及び一般管理費 933,938 878,073

営業利益 286,428 270,017

営業外収益   

受取利息 829 1,169

受取配当金 2,390 2,583

還付加算金 2,690 －

その他 123 670

営業外収益合計 6,033 4,423

営業外費用   

支払利息 6,231 4,778

手形売却損 10,916 7,760

株式交付費 6,399 －

上場関連費用 13,715 －

支払手数料 － 14,000

貸倒引当金繰入額 127 －

その他 － 1,652

営業外費用合計 37,390 28,191

経常利益 255,071 246,249

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 680

特別利益合計 － 680

特別損失   

固定資産除却損 3,096 21,856

固定資産売却損 195 －

投資有価証券評価損 2,044 －

リース解約損 － 11,950

原状回復費用 － 9,311

特別損失合計 5,336 43,117

税引前四半期純利益 249,735 203,812

法人税、住民税及び事業税 122,886 46,286

法人税等調整額 △9,991 41,536

法人税等合計 112,895 87,823

四半期純利益 136,840 115,989
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,842,420 2,439,801

売上原価 2,451,659 2,036,747

売上総利益 390,761 403,054

販売費及び一般管理費 306,067 296,160

営業利益 84,694 106,893

営業外収益   

受取利息 261 366

受取配当金 1,210 1,233

その他 47 387

営業外収益合計 1,519 1,986

営業外費用   

支払利息 2,069 1,515

手形売却損 3,518 2,285

株式交付費 6,185 －

上場関連費用 13,391 －

支払手数料 － 500

営業外費用合計 25,164 4,300

経常利益 61,048 104,579

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 740

特別利益合計 5 740

特別損失   

固定資産除却損 － 11,733

投資有価証券評価損 2,044 －

原状回復費用 － 9,311

特別損失合計 2,044 21,044

税引前四半期純利益 59,009 84,274

法人税、住民税及び事業税 28,302 16,227

法人税等調整額 76 19,596

法人税等合計 28,379 35,824

四半期純利益 30,630 48,449
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 249,735 203,812

減価償却費 35,453 37,884

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,550 9,155

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,800 △37,396

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,029 △25,832

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,515 △454

受取利息及び受取配当金 △3,219 △3,753

支払利息 6,231 4,778

固定資産除却損 3,096 20,935

固定資産売却損益（△は益） 195 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,044 －

売上債権の増減額（△は増加） △229,037 △63,856

たな卸資産の増減額（△は増加） △99,413 30,612

仕入債務の増減額（△は減少） △15,544 121,494

未払消費税等の増減額（△は減少） 29,576 △17,117

その他 △7,792 17,964

小計 18,620 298,228

利息及び配当金の受取額 3,263 3,819

利息の支払額 △6,151 △4,785

法人税等の還付額 87,582 －

法人税等の支払額 △1,408 △176,298

営業活動によるキャッシュ・フロー 101,906 120,963

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 △4,642 △4,659

有形固定資産の取得による支出 △27,524 △55,209

投資有価証券の取得による支出 △2,362 △2,350

貸付金の回収による収入 3,480 4,951

差入保証金の差入による支出 △18,934 △23,984

建設協力金の回収による収入 9,000 9,000

その他 7,398 7,358

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,584 △64,893

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） 50,000 △60,000

長期借入金の返済による支出 △74,500 △67,500

リース債務の返済による支出 △9,701 △12,788

株式の発行による収入 82,800 －

配当金の支払額 △48,375 △50,942

財務活動によるキャッシュ・フロー 223 △191,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 68,545 △135,160
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

現金及び現金同等物の期首残高 387,217 485,228

現金及び現金同等物の四半期末残高 455,763 350,068
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）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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