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1.  平成22年8月期第2四半期の業績（平成21年8月21日～平成22年2月20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8月期第2四半期 2,541 0.2 △29 ― △38 ― △54 ―
21年8月期第2四半期 2,536 △9.5 △57 ― △65 ― △108 ―

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8月期第2四半期 △9.09 ―
21年8月期第2四半期 △18.02 ―

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8月期第2四半期 6,342 3,531 55.7 588.57
21年8月期 6,540 3,600 55.0 600.01

（参考） 自己資本   22年8月期第2四半期  3,531百万円 21年8月期  3,600百万円

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8月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
22年8月期 ― 4.00
22年8月期 

（予想）
― 4.00 8.00

3.  平成22年8月期の業績予想（平成21年8月21日～平成22年8月20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 5,300 2.4 50 177.8 26 ― 14 ― 2.37
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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  有  

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務情報等】 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8月期第2四半期 6,000,000株 21年8月期  6,000,000株
② 期末自己株式数 22年8月期第2四半期  67株 21年8月期  67株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年8月期第2四半期 5,999,933株 21年8月期第2四半期 5,999,933株

※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等について
は4ページ【定性的情報・財務諸表等】 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２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の世界的な金融危機を背景とした景気後退の影

響を受けるなか、一部に回復傾向が見られたものの、雇用の減少には歯止めがかからず個人消費も引き

続き低迷しており、先行き不透明なまま推移しました。  

 印刷業界におきましては、企業業績の悪化による広告宣伝費や事務用消耗品費の抑制、ＩＴ化による

需要量の減少、原材料価格の高止まりの影響を受け、経営環境は厳しい状況が続きました。  

 このような状況のなかで、当社はビジネスフォーム及びＤＰ（データ・プリント）サービスの製品開

発やサービスの充実に取り組み、得意先の販促告知や事務通知業務において、総合的な企画提案型の営

業活動を推進してきました。また、デザイン版面と通知データを同時印刷するフルカラーデータ・プリ

ントにより事前印刷用紙を必要としない郵便はがきトータル発行サービスである「ラテックスパック」

の販売促進に注力してまいりました。  

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は25億41百万円（前年同期比0.2％増）、営業損失は29

百万円（前年同期は営業損失57百万円）、経常損失は38百万円（前年同期は経常損失65百万円）、四半

期純損失は54百万円（前年同期は四半期純損失1億8百万円）となりました。 

  

 当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末に比べて71百万円減少の19億19百

万円となりました。流動資産の減少の主な内容は、前事業年度末に比べて売掛金が32百万円、仕掛品が

31百万円増加したものの、その他で未収入金が80百万円、現金及び預金が36百万円それぞれ前事業年度

末に比べて減少したこと等によるものであります。 

固定資産は前事業年度末に比べて1億26百万円減少の44億22百万円となりました。固定資産のうち、

無形固定資産は、リース資産の増加等により前事業年度末に比べて62百万円増加し、88百万円となりま

したが、有形固定資産が、減価償却費の発生等により前事業年度末比1億78百万円減少の41億28百万円

となったこと等によるものであります。 

当第２四半期会計期間の流動負債は、前事業年度末比15百万円増加し14億86百万円となりました。こ

の主な要因は前事業年度末に比較して、短期借入金が50百万円減少したものの、買掛金が39百万円、そ

の他でリース債務が19百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

固定負債は前事業年度末比1億45百万円減少し、13億24百万円となりました。この減少の主な要因

は、長期借入金が約定返済で1億77百万円減少したこと等によるものであります。 

当第２四半期会計期間の純資産は、前事業年度と比較して68百万円減少し35億31百万円となりまし

た。主な要因は利益剰余金の減少等によるものであります。 

  

平成22年８月期通期の業績予想につきましては、前回公表（平成21年12月24日付）いたしました業績予

・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

（流動資産）

（固定資産）

（流動負債）

（固定負債）

（純資産）

3. 業績予想に関する定性的情報
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想に変更はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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２四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、前事業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

見積り、簿価切下げを行う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 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。 

なお、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経過勘定項目の算定方法 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法による概算

額で計上する方法によっております。 

⑤法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

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) 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

(1) 簡便な会計処理

(2) 四半期財務諸表作成に特有の会計処理の適用

(3) 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２四半期会計期間末 
(平成22年２月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 451,733 488,680

受取手形及び売掛金 1,110,601 1,100,783

製品 92,508 95,720

半製品 23,814 22,878

仕掛品 90,655 58,841

原材料及び貯蔵品 81,489 65,963

繰延税金資産 55,472 57,223

その他 13,939 101,716

貸倒引当金 △333 △330

流動資産合計 1,919,883 1,991,478

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,738,518 1,781,662

機械及び装置（純額） 889,493 991,205

土地 965,106 965,106

その他（純額） 534,984 568,148

有形固定資産合計 4,128,103 4,306,122

無形固定資産 88,397 25,768

投資その他の資産   

投資有価証券 76,055 80,409

その他 136,965 143,692

貸倒引当金 △7,128 △6,840

投資その他の資産合計 205,892 217,261

固定資産合計 4,422,393 4,549,152

資産合計 6,342,276 6,540,630

負債の部   

流動負債   

買掛金 197,703 157,869

短期借入金 470,000 520,000

1年内返済予定の長期借入金 355,920 355,920

未払法人税等 6,016 1,093

賞与引当金 50,183 65,809

役員賞与引当金 600 1,000

その他 405,867 369,244

流動負債合計 1,486,291 1,470,937

固定負債   

長期借入金 733,540 911,500

退職給付引当金 30,125 6,832
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年２月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月20日) 

繰延税金負債 34,460 41,267

役員退職慰労引当金 51,880 56,200

その他 474,596 453,841

固定負債合計 1,324,602 1,469,640

負債合計 2,810,893 2,940,577

純資産の部   

株主資本   

資本金 460,000 460,000

資本剰余金 285,200 285,200

利益剰余金 2,786,063 2,864,579

自己株式 △22 △22

株主資本合計 3,531,241 3,609,756

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 141 △9,703

評価・換算差額等合計 141 △9,703

純資産合計 3,531,382 3,600,053

負債純資産合計 6,342,276 6,540,630
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年８月21日 
 至 平成21年２月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年８月21日 
 至 平成22年２月20日) 

売上高 2,536,214 2,541,988

売上原価 1,964,630 1,938,259

売上総利益 571,583 603,728

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 33,202 32,038

役員報酬 28,845 27,417

給料及び手当 285,137 290,778

法定福利費 34,483 37,102

賃借料 56,174 56,429

その他 191,512 189,708

販売費及び一般管理費合計 629,356 633,473

営業損失（△） △57,772 △29,744

営業外収益   

受取利息 500 297

受取配当金 698 655

作業くず売却益 3,685 1,338

助成金収入 － 3,664

その他 3,984 4,676

営業外収益合計 8,869 10,631

営業外費用   

支払利息 16,271 18,962

その他 127 －

営業外費用合計 16,398 18,962

経常損失（△） △65,302 △38,074

特別損失   

固定資産除却損 173 195

固定資産取壊費用 － 1,950

投資有価証券評価損 29,342 25,846

特別損失合計 29,516 27,991

税引前四半期純損失（△） △94,818 △66,066

法人税、住民税及び事業税 4,541 1,204

法人税等調整額 8,751 △12,755

法人税等合計 13,292 △11,550

四半期純損失（△） △108,110 △54,515
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【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年２月20日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年11月21日 
 至 平成22年２月20日) 

売上高 1,231,778 1,256,213

売上原価 973,327 955,050

売上総利益 258,451 301,162

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 15,828 15,925

役員報酬 13,845 13,708

給料及び手当 130,273 132,679

法定福利費 16,260 17,212

賃借料 27,800 28,102

その他 96,566 99,904

販売費及び一般管理費合計 300,573 307,533

営業損失（△） △42,122 △6,370

営業外収益   

受取利息 327 202

受取配当金 666 642

作業くず売却益 1,335 563

その他 1,453 1,315

営業外収益合計 3,783 2,723

営業外費用   

支払利息 7,626 9,434

営業外費用合計 7,626 9,434

経常損失（△） △45,966 △13,081

特別損失   

固定資産除却損 94 16

投資有価証券評価損 28,162 25,386

特別損失合計 28,256 25,403

税引前四半期純損失（△） △74,222 △38,484

法人税、住民税及び事業税 △38,458 △37,795

法人税等調整額 58,144 36,709

法人税等合計 19,686 △1,085

四半期純損失（△） △93,909 △37,398
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年８月21日 
 至 平成21年２月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年８月21日 
 至 平成22年２月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △94,818 △66,066

減価償却費 224,694 245,933

貸倒引当金の増減額（△は減少） 748 291

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,085 △15,625

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,502 △400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,716 23,293

受取利息及び受取配当金 △1,198 △953

支払利息 16,271 18,962

有形固定資産除却損 173 195

投資有価証券評価損益（△は益） 29,342 25,846

売上債権の増減額（△は増加） 144,876 △9,818

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,799 △45,063

仕入債務の増減額（△は減少） △10,588 39,834

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,108 31,854

未収消費税等の増減額（△は増加） － 25,741

その他 △47,284 348

小計 186,436 274,372

利息及び配当金の受取額 1,198 953

利息の支払額 △16,957 △18,757

法人税等の支払額 △105,966 △2,298

法人税等の還付額 － 54,972

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,710 309,243

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 △100,820 △96,920

定期預金の払戻による収入 144,400 144,400

有形固定資産の取得による支出 △178,708 △41,740

投資有価証券の取得による支出 － △3,947

その他 5,266 5,814

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,862 7,606

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 △50,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,689 △54,443

長期借入金の返済による支出 △177,960 △177,960

配当金の支払額 △36,088 △23,912

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,737 △306,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △232,888 10,532

現金及び現金同等物の期首残高 617,383 365,660

現金及び現金同等物の四半期末残高 384,495 376,193
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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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当第２四半期会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期会計期間における受注実績を品目別に示すと、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。 

  

当第２四半期会計期間における販売実績を品目別に示すと、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。 

  

  

  

  

  

6. その他の情報

(1) 生産実績

品目別 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

ビジネスフォーム関連 577,058 92.6

カラー・文字物関連 117,054 76.4

ＤＭ・ＤＰサービス関連 543,783 122.6

ビジネスマルチメディア関連 20,651 115.8

合計 1,258,547 101.7

(2) 受注実績

品目別 受注高(千円) 前年同四半期比(％) 受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

ビジネスフォーム関連 672,689 100.3 220,431 138.6

カラー・文字物関連 117,148 82.4 53,263 137.7

ＤＭ・ＤＰサービス関連 492,797 116.1 90,031 155.5

ビジネスマルチメディア関連 6,744 47.8 9,157 111.1

合計 1,289,379 103.0 372,883 141.3

(3) 販売実績

品目別 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

ビジネスフォーム関連 579,263 93.7

カラー・文字物関連 118,163 75.5

ＤＭ・ＤＰサービス関連 554,088 126.2

ビジネスマルチメディア関連 4,697 26.3

合計 1,256,213 102.0
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