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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 1,806 △21.4 △17 ― 19 △70.8 14 ―
21年3月期第3四半期 2,298 △18.6 89 △68.5 66 △78.9 △634 △449.2

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 3.35 ―
21年3月期第3四半期 △141.17 ―

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 8,189 7,206 88.0 1,679.27
21年3月期 7,938 7,142 90.0 1,636.63

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  7,206百万円 21年3月期  7,142百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 
（予想）

5.00 5.00

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 2,380 △14.7 △20 ― 20 ― 14 ― 3.23

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 1 -　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



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  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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3月期第3四半期 5,000,000株 21年3月期 5,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 708,516株 21年3月期 635,616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 4,324,324株 21年3月期第3四半期 4,495,172株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページ【定性的・財務情報等】３．業績予想に関する定
性的情報をご覧ください。 
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、設備投資の下げ止まりや生産の改善など、緩やかに景気回復の兆

しが見られたものの、円高やデフレによる企業収益の圧迫や雇用環境の悪化による個人消費の低迷などが続き、本

格的な景気回復には至っておりません。 

 スクリーン印刷業界におきましても、景気後退による市場の停滞と同業他社との価格競争の激化など、依然とし

て厳しい状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社は、積極的な受注活動及び生産体制の増強等を展開し、売上の拡大、収益力の向上

に取り組んでまいりましたが、当社主要顧客のＰＤＰ事業からの撤退・電子部品業界の売上低迷等の影響により、

製品売上高については、前年同期比21.4％減の17億14百万円、商品売上については、前年同期比21.2％減の92百万

円、売上高合計は、前年同期比21.4％減の18億６百万円となりました。利益面におきましては、営業損失17百万円

（前年同期 営業利益89百万円）、経常利益19百万円（前年同期 経常利益66百万円）、四半期純利益14百万円 

（前年同期 四半期純損失６億34百万円）となりました。  

  

①資産、負債及び純資産の状況  

（資産）  

 当第３四半期会計期間末における総資産の残高は、前事業年度末に比べ流動資産が１億69百万円増加し、固定資

産が81百万円増加した結果、総資産が２億50百万円増加して81億89百万円となりました。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末に比べ１億86百万円増加し９億82百万円となりま

した。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末に比べ63百万円増加し72億６百万円となりまし

た。   

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会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て１億40

百万円（7.4％）増加し、20億50百万円となりました。 

 また、当第３四半期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） 

 当第３四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、３億36百万円（前年同期 ４億32百万円の獲

得）となりました。これは主に、減価償却費２億31百万円、仕入債務の増加94百万円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） 

 当第３四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は、１億14百万円（前年同期 63百万円の獲得）

となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入１億円があったものの、投資有価証券の取得による支出１

億92百万円、有形固定資産の取得による支出35百万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） 

 当第３四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は、65百万円（前年同期 ２億８百万円の使用）

となりました。これは、自己株式の取得による支出35百万円、配当金の支払額30百万円によるものであります。 

  

 業績予想につきましては、平成21年11月10日に公表いたしました業績予想に変更はありません。  

  

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
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等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３四半期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、第２四半期会計期間末の実地棚卸

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

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前事業年度末において帳簿価額を処分見込価額ま

で切り下げているものについては、前事業年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前事業年度末にお

ける貸借対照表価額を基礎として計上する方法によっております。 

  

③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、事業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。 

  

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測を利用する方法によってお

ります。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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

（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
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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 1,831,212 1,651,763

受取手形及び売掛金 628,413 455,361

有価証券 619,043 707,762

商品及び製品 12,190 12,711

仕掛品 53,955 83,140

原材料及び貯蔵品 74,012 93,110

その他 36,683 82,018

貸倒引当金 △1,005 △728

流動資産合計 3,254,506 3,085,140

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,070,064 1,130,574

土地 1,586,056 1,586,056

その他（純額） 596,081 709,673

有形固定資産合計 3,252,201 3,426,304

無形固定資産 11,095 19,332

投資その他の資産   

投資有価証券 1,359,065 1,055,817

その他 312,672 352,337

投資その他の資産合計 1,671,737 1,408,154

固定資産合計 4,935,035 4,853,791

資産合計 8,189,541 7,938,932

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 356,077 261,994

引当金 24,197 37,488

その他 205,237 137,116

流動負債合計 585,512 436,599

固定負債   

退職給付引当金 66,142 34,960

役員退職慰労引当金 331,337 324,483

固定負債合計 397,479 359,443

負債合計 982,992 796,043
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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 925,750 925,750

資本剰余金 1,405,550 1,405,550

利益剰余金 5,405,711 5,421,766

自己株式 △475,295 △440,461

株主資本合計 7,261,715 7,312,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △55,166 △169,716

評価・換算差額等合計 △55,166 △169,716

純資産合計 7,206,549 7,142,888

負債純資産合計 8,189,541 7,938,932
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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 2,298,797 1,806,988

売上原価 1,746,536 1,400,449

売上総利益 552,261 406,538

販売費及び一般管理費 462,599 424,427

営業利益又は営業損失（△） 89,662 △17,888

営業外収益   

有価証券利息 39,626 14,402

複合金融商品評価益 － 20,502

助成金収入 － 10,381

その他 14,748 7,845

営業外収益合計 54,375 53,132

営業外費用   

為替差損 29,042 15,551

複合金融商品評価損 48,441 －

その他 505 400

営業外費用合計 77,989 15,952

経常利益 66,048 19,290

特別利益   

固定資産売却益 135 －

投資有価証券売却益 195 －

特別利益合計 330 －

特別損失   

固定資産除却損 36,885 －

投資有価証券評価損 546,980 －

特別損失合計 583,866 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △517,487 19,290

法人税、住民税及び事業税 4,455 4,795

法人税等調整額 112,629 －

法人税等合計 117,084 4,795

四半期純利益又は四半期純損失（△） △634,571 14,495
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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又は税引前四半期純損失
（△）

△517,487 19,290

減価償却費 296,594 231,061

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,384 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,875 6,853

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,714 31,181

受取利息及び受取配当金 △51,886 △19,198

為替差損益（△は益） 29,042 15,551

有形固定資産除却損 36,885 －

有形固定資産売却損益（△は益） △135 －

複合金融商品評価損益(△は益） 48,441 △20,502

投資有価証券評価損益（△は益） 546,980 －

売上債権の増減額（△は増加） △62,403 △173,052

たな卸資産の増減額（△は増加） △238 48,803

仕入債務の増減額（△は減少） 90,002 94,082

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,561 12,843

その他の資産の増減額（△は増加） 15,286 △4,339

その他の負債の増減額（△は減少） 43,399 42,799

その他 △33,143 △12,612

小計 426,553 272,762

利息及び配当金の受取額 53,284 18,423

法人税等の支払額 △47,809 △7,291

法人税等の還付額 － 53,080

営業活動によるキャッシュ・フロー 432,027 336,974

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 185,096 100,000

有形固定資産の取得による支出 △92,106 △35,432

有形固定資産の売却による収入 342 －

投資有価証券の取得による支出 △257,702 △192,710

投資有価証券の償還による収入 137,428 24,515

投資有価証券の売却による収入 100,455 －

その他 △10,391 △11,345

投資活動によるキャッシュ・フロー 63,122 △114,973

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △143,201 △35,195

配当金の支払額 △65,194 △30,525

財務活動によるキャッシュ・フロー △208,395 △65,720

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,952 △15,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 257,801 140,729

現金及び現金同等物の期首残高 795,941 1,909,526

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,053,743 2,050,255
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 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
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