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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 44,060 △9.8 △457 ― △155 ― △1,161 ―

21年3月期第3四半期 48,859 ― 442 ― 759 ― 58 ―

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 △13.54 ―

21年3月期第3四半期 0.68 ―

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 63,503 36,224 57.0 422.00
21年3月期 64,407 37,466 58.1 436.26

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  36,194百万円 21年3月期  37,436百万円

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  

現時点では22年3月期の期末配当予想は未定であります。 

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

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 59,400 △8.5 350 △2.5 660 △5.2 △220 ― △2.56
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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  

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結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 無

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 86,267,808株 21年3月期  86,267,808株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  498,779株 21年3月期  456,316株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 85,783,280株 21年3月期第3四半期 85,859,606株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、一昨年秋以降の世界的な金融危機の影響による景気

後退から、政府の景気刺激策やアジア向けの輸出が増加に転じるなど、一部に回復の兆しが見られます

が、企業の設備投資意欲は依然として弱く失業率も高水準にとどまるなど、本格的な回復には至っておら

ず、景気は先行き不透明な状況が続いております。 

印刷業界におきましても、雑誌の休刊や広告宣伝費の削減などにより、依然として厳しい経営環境のう

ちに推移いたしました。 

このような環境の中で当社グループは、昨年12月の本社新社屋への移転統合を機に、全部門のコミュニ

ケーションの活発化、業務の効率化、コストの削減を推進し、企業体質の強化・お客様への支援体制の充

実を図ってまいりました。しかしながら、当社グループの正面得意先である出版印刷市場は依然低迷して

おり、商業印刷市場においても受注競争激化による単価下落が継続しております。 

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高440億６千万円、営業損失４億

５千７百万円、経常損失１億５千５百万円、四半期純損失11億６千１百万円となりました。 
  
部門別の売上状況は、以下のとおりであります。 

(出版印刷部門) 

出版印刷部門では、新規得意先の開拓と既存得意先の深耕を中心に営業活動を進めいてまいりました

が、雑誌の大幅な減少に加え、絵本、マンガ・コミック、単行本、フリーマガジンなど軒並み低調となっ

た結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は307億１千４百万円となりました。 

(商業印刷部門) 

商業印刷部門では、企画・生産部門との連携を図り、企画段階からの受注活動を推進してまいりました

が、カタログ・パンフレット、リーフレット・チラシ、ＰＯＰ、フリーペーパー等が減少した結果、当第

３四半期連結累計期間の売上高は117億４千２百万円となりました。 

(その他の部門) 

その他の部門の当第３四半期連結累計期間の売上高は16億３百万円となりました。 

  

当第３四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９億４百万円減少し、635億３百

万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金、有価証券の減少によるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ３億３千７百万円増加し、272億７千８百万円となりました。こ

れは主に設備関係支払手形の増加によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ12億４千２百万円減少し、362億２千４百万円となりました。

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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(キャッシュ・フローの状況) 

当第３四半期連結累計期間における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べ９億７千５百

万円減少し、80億１千４百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローとそれらの増減要因は以下の通りでありま

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、前年同期に比べ５億２千万円減少し、16億９千４百万円となりまし

た。これは税金等調整前四半期純損失６億７千万円を計上、仕入債務が11億５千５百万円の減少となった

ものの、減価償却費の計上18億３千６百万円及び売上債権が15億８千８百万円の減少となったことによる

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、前年同期に比べ17億６千４百万円減少し、24億８千５百万円となりま

した。これは主に有価証券の取得５億９千８百万円及び有形固定資産の取得17億５百万円によるものであ

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、前年同期に比べ５億２千２百万円減少し、１億８千４百万円となりま

した。これは主に配当金の支払によるものであります。 

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年10月26日に公表いたしました「業績予想及び

配当予想の修正に関するお知らせ」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。 

  

該当事項はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,094 1,669

受取手形及び売掛金 17,299 18,854

有価証券 5,527 7,320

商品及び製品 171 205

仕掛品 1,251 1,270

原材料及び貯蔵品 298 269

繰延税金資産 111 399

その他 491 341

貸倒引当金 △212 △214

流動資産合計 28,035 30,117

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,213 19,429

減価償却累計額 △9,192 △9,510

建物及び構築物（純額） 14,021 9,918

機械装置及び運搬具 28,780 31,589

減価償却累計額 △23,593 △25,415

機械装置及び運搬具（純額） 5,187 6,174

工具、器具及び備品 1,611 1,861

減価償却累計額 △1,210 △1,485

工具、器具及び備品（純額） 401 376

土地 9,282 9,446

建設仮勘定 183 2,321

有形固定資産合計 29,075 28,237

無形固定資産   

のれん 397 523

その他 292 346

無形固定資産合計 689 870

投資その他の資産   

投資有価証券 2,718 1,871

繰延税金資産 2,091 2,364

その他 1,264 1,326

貸倒引当金 △371 △379

投資その他の資産合計 5,702 5,183

固定資産合計 35,467 34,290

資産合計 63,503 64,407
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,703 14,858

関係会社短期借入金 2,500 2,500

1年内返済予定の長期借入金 － 800

未払法人税等 25 150

賞与引当金 231 711

役員賞与引当金 25 45

返品調整引当金 18 5

設備関係支払手形 1,687 1,157

その他 4,376 2,637

流動負債合計 22,568 22,867

固定負債   

長期借入金 800 －

退職給付引当金 3,747 3,835

役員退職慰労引当金 162 237

固定負債合計 4,710 4,073

負債合計 27,278 26,940

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,898 13,898

資本剰余金 16,489 16,491

利益剰余金 5,958 7,291

自己株式 △156 △147

株主資本合計 36,190 37,533

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4 △97

評価・換算差額等合計 4 △97

少数株主持分 29 30

純資産合計 36,224 37,466

負債純資産合計 63,503 64,407
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

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

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

売上高 48,859 44,060

売上原価 41,696 37,884

売上総利益 7,163 6,176

販売費及び一般管理費   

運搬費 1,808 1,626

役員報酬及び給料手当 2,877 2,880

賞与引当金繰入額 206 83

役員賞与引当金繰入額 36 25

退職給付費用 66 84

役員退職慰労引当金繰入額 37 45

貸倒引当金繰入額 28 14

その他 1,659 1,874

販売費及び一般管理費合計 6,720 6,634

営業利益又は営業損失（△） 442 △457

営業外収益   

受取利息 41 29

受取配当金 281 267

その他 54 50

営業外収益合計 377 346

営業外費用   

支払利息 34 28

損害賠償金 － 15

その他 25 1

営業外費用合計 59 44

経常利益又は経常損失（△） 759 △155

特別利益   

固定資産売却益 － 153

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 0 153

特別損失   

固定資産除売却損 141 306

親会社株式売却損 307 －

投資有価証券評価損 81 2

減損損失 21 178

会員権評価損 12 6

本社移転費用 － 174

特別損失合計 564 668

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（△）

195 △670

法人税、住民税及び事業税 55 △2

法人税等調整額 81 493

法人税等合計 136 490

少数株主利益 0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 58 △1,161
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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

当第３四半期連結累計期間 
(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（△）

195 △670

減価償却費 1,991 1,836

のれん償却額 126 126

退職給付引当金の増減額（△は減少） △242 △88

前払年金費用の増減額（△は増加） △1 6

賞与引当金の増減額（△は減少） △508 △479

貸倒引当金の増減額（△は減少） △323 △9

受取利息及び受取配当金 △323 △296

支払利息 34 28

有形固定資産除売却損益（△は益） 141 152

親会社株式売却損益（△は益） 307 －

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 81 2

減損損失 21 178

会員権評価損 12 6

売上債権の増減額（△は増加） 782 1,588

たな卸資産の増減額（△は増加） 17 23

仕入債務の増減額（△は減少） 177 △1,155

その他 145 317

小計 2,636 1,568

利息及び配当金の受取額 323 294

利息の支払額 △29 △25

法人税等の支払額 △715 △234

法人税等の還付額 － 92

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,214 1,694

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 △1,000 △8

有価証券の取得による支出 △1,999 △598

親会社株式の売却による収入 303 －

有形固定資産の取得による支出 △1,489 △1,705

有形固定資産の売却による収入 5 324

投資有価証券の取得による支出 － △494

投資有価証券の売却による収入 4 12

無形固定資産の取得による支出 △56 △36

貸付けによる支出 △62 －

貸付金の回収による収入 － 8

その他 43 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,250 △2,485
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(単位：百万円)

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 800

長期借入金の返済による支出 － △800

自己株式の取得による支出 △16 △13

自己株式の売却による収入 － 3

配当金の支払額 △689 △173

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △706 △184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,742 △975

現金及び現金同等物の期首残高 10,388 8,990

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,644 8,014
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該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「印刷事業」の割合がいずれも90％を

超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「印刷事業」の割合がいずれも90％を

超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当社は、本国以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社を有しないため、該当事項はあり

ません。 

  

当社は、本国以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社を有しないため、該当事項はあり

ません。 

  

〔海外売上高〕 

当社及び連結子会社は、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当社及び連結子会社は、海外売上高がないため、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) セグメント情報

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

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

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

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

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成21年12月31日)

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

(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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