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1.  22年4月期の業績（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年4月期 2,751 0.7 △192 ― △180 ― △229 ―

21年4月期 2,731 △4.6 △88 ― △74 ― △221 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年4月期 △60.84 ― △6.0 △3.8 △7.0

21年4月期 △58.49 ― △5.4 △1.5 △3.2

（参考） 持分法投資損益 22年4月期  ―百万円 21年4月期  ―百万円

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4月期 4,623 3,755 81.2 993.54
21年4月期 4,769 3,968 83.2 1,049.93

（参考） 自己資本   22年4月期  3,755百万円 21年4月期  3,968百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年4月期 117 △29 △37 1,337
21年4月期 28 △205 △37 1,287

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年4月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 37 ― 0.9
22年4月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 37 ― 1.0

23年4月期 
（予想）

― 0.00 ― 10.00 10.00 ―

3.  23年4月期の業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

810 6.4 △500 ― △500 ― △560 ― △148.14

通期 2,850 3.6 △120 ― △100 ― △160 ― △42.33



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、３２ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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4月期 3,813,000株 21年4月期 3,813,000株

② 期末自己株式数 22年4月期  32,798株 21年4月期  32,798株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断に基づくものであり、今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化によっ
て、実際の業績は見通しと異なる場合があります。なお、予想の前提条件その他関連する事項については添付資料の３ページ及び４ページを参照して下さ
い。 



(1）経営成績に関する分析 

  

（当期の経営成績） 

当期におけるわが国経済は、前期の世界同時不況から深刻な状況となった景気が持ち直しつつも、その自律的回復

力は弱く、さらに雇用・所得環境や個人消費は依然として厳しい状況が続いておりました。 

また、当印刷業界におきましては、平成21年度の紙・板紙の国内生産実績が2,688万トンと21年ぶりの低水準を示

すなど、印刷需要の回復に至るには程遠い状況でありました。 

こうしたなか、当社の売上高のおよそ70％超となる学校アルバム部門では、今年も15歳未満の子どもの数が29年連

続の減少で少子化の進行が改めて浮き彫りとなり、この学校アルバムの市場は需給バランスが大きく崩れてまいり

ました。 

このような状況におきまして、当期の業績は以下のとおりとなりました。売上高につきましては、前期2,731百万

円に対し、0.7％増の2,751百万円と6期ぶりの増収となりましたが、損益につきましては、新型印刷機導入による

減価償却費等コスト増がありましたので、営業損失192百万円（前期比104百万円損失増）、経常損失180百万円

（前期比105百万円損失増）、当期純損失229百万円（前期比8百万円損失増）となりました。 

〔学校アルバム部門〕 

学校アルバム部門におきましては、少子化を背景に全国の公立小・中・高校が年間400校を超えるペースで廃校と

なるなど、市場規模は予想をはるかに上回るスピードで縮小し、この状況下で同業他社との競争は熾烈を極め、販

売価格が大幅に下落するという事態となり、当社においても仕事量ベースではほぼ前期並みを確保しましたが、売

上高は、前期比3.3％減の1,992百万円となりました。 

〔一般商業印刷部門〕  

一般商業印刷部門におきましては、新規顧客の開拓に努めこの分野ではおよそ100百万円の売上高を達成いたしま

したが、景気の先行き不透明感から印刷需要が低迷し発注量の低下となって既存客先の売上が減少いたしたため、

売上高は、前期比13.2％増の759百万円となりました。 

  

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、景気回復に向っては一進一退の状況が続き、目に見える好転は今しばらく先のこと

と予想されます。当社は学校アルバム部門におきましては、引き続き売上高の確保、一般商業印刷部門におきまし

ては、顧客層の拡大をはかって増収基調を確立するとともに、さらに取扱商品の分野を拡げてインターネット関連

事業の伸長に取り組んでまいります。  

  

次期の業績につきましては、売上高2,850百万円（前期比3.6％増）営業損失120百万円（前期比72百万円損失

減）、経常損失100百万円（前期比80百万円損失減）、当期純損失160百万円（前期比69百万円損失減）、1株当た

り年間配当金10円を見込んでおりますが、この業績予想は以下の前提に基づいております。  

  

①売上高 

学校アルバム部門におきましては、今期の売上高で底打ちとすべく次期は売上高2,000百万円（前期比0.4％増）

を見込んでおり、一般商業印刷部門におきましては、今期以上に拡販を推進しインターネット関連事業を含め次

期の売上高は850百万円（前期比11.9％増）を見込んでおります。 

  

②営業利益（損失）・経常利益（損失）・当期純利益（損失） 

上記予想売上高を前提にして、損益予想をいたしておりますが、次期は、特別損失として資産除去債務の繰入約

10百万円および製版システム入れ替えに伴う固定資産除却損約50百万円の計上等が予定されますので、損益にお

いては上記のとおりを見込んでおります。  

  

現在のところ、次期のキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える事象はありません。  

  

１．経営成績



(2）財政状態に関する分析 

  

財政状態につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは117百万円であり、321百万円の設備投資の支払に

ついては長期性の定期預金200百万円等を充当する等ほぼ投資活動によるキャッシュ・フローの範囲で賄い、財務

活動において37百万円の配当金の支払を行ないました。その結果、期末の現金及び現金同等物は前期末に比べて50

百万円増加いたしました。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  

当社は、株主に対する利益還元を経営の 重要政策として位置づけており、業績に裏付けられた成果の配分を行う

方針であります。また、当社は業績に応じた利益配分を前提に当期純利益の４５％を配当金に充てる基本方針を平

成６年６月に発表しており、平成７年４月期より当期まで１６年連続この方針を堅持しております。当期は当期純

損失となりましたが、１株当たりの配当金を１０円００銭として平成２２年７月の株主総会に提案することとして

おります。また次期の配当金については、次期も当期純損失を予想いたしておりますが１０円００銭を予定いたし

ております。  

  

(4）事業のリスク 

  

現在、当社の売上高のおよそ70％超を占める学校アルバムは、少子化が続く中で、学生生徒数の減少、学校数の減

少にみられるように市場規模が年々縮小しており、同業他社との競争は毎年激化しております。また、過当競争に

おける販売価格の下落といった事態を招いております。当社は、「インターネットウェブ卒業アルバム」や「高精

細・高品質印刷」等新機軸を打ち出してシェアの拡大をめざす一方、製造コストの削減に努めて収益の確保・増大

をはかっておりますが、厳しい市場環境はしばらく続くと見込まれます。  



  

 該当事項はありません。  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

  

当社は、情報産業の一翼を担う印刷産業として、各種メディアに対応し、また 近のＩＴ革命に呼応して新たなる

「印刷とＩＴの融合」をテーマとしております。 

これにより、経営スタンスは、印刷業界において常に新技術の開発・導入をはかり、各分野におけるパイオニアと

なることを目指しております。  

  

(2）目標とする経営指標 

  

当社は、売上高経常利益率ならびに自己資本利益率（ＲＯＥ）を企業の収益性、効率性、財務体質の強化をはかる

ための経営指標として、位置付け、業務の向上に努めております。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  

印刷業界の中長期的な成長は、インターネットに関連して情報産業としていかに進展していくかにかかっており、

あらゆる経営資産をこの分野に投入し、単なるネット企業ではなく、「印刷とネットの融合」を目指し、新分野を

開拓していく戦略であります。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

  

当社は、学校アルバム、一般商業印刷の二部門で事業の構成をしておりますが、学校アルバムの市場規模の将来的

な縮小を勘案いたしますと、早急に新事業を立ち上げることが重要な課題であります。現在、新事業としてインタ

ーネット上に専用サイト「ホンニナルドットコム」を構築し、デジタル画像を受けて写真集（商品名：Ｋぴぃシリ

ーズ）を短期間で制作し届けるサービスや同じサイト上においてあらゆる種類の書籍（小説、漫画、写真集等々）

を１冊からでも出版できる自費出版サービス（商品名：ホンニナル出版、ホンニナルマーケット）を展開中であり

ます。さらに、インターネットであらゆる印刷物の注文を受けることのできる印刷通販（商標名：プリエイト）も

始めております。 

３．経営方針



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年４月30日) 

当事業年度 
(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,787,639 1,637,957

受取手形 65,206 78,254

売掛金 334,643 342,654

商品及び製品 1,806 1,782

仕掛品 59,745 66,963

原材料及び貯蔵品 61,338 29,033

前払費用 10,889 17,659

その他 2,925 5,052

貸倒引当金 △21,000 △22,000

流動資産合計 2,303,194 2,157,359

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  1,081,580 ※1  1,084,810

減価償却累計額 △712,843 △732,825

建物（純額） 368,737 351,985

構築物 29,796 29,796

減価償却累計額 △28,116 △28,507

構築物（純額） 1,679 1,288

機械及び装置 3,702,405 3,565,618

減価償却累計額 △3,000,820 △2,808,256

機械及び装置（純額） 701,585 757,361

車両運搬具 37,631 35,607

減価償却累計額 △31,062 △31,398

車両運搬具（純額） 6,569 4,208

工具、器具及び備品 136,972 138,614

減価償却累計額 △122,687 △125,884

工具、器具及び備品（純額） 14,285 12,730

土地 ※1  929,190 ※1  929,190

有形固定資産合計 2,022,047 2,056,765

無形固定資産   

ソフトウエア 15,524 6,499

電話加入権 2,453 2,453

施設利用権 9,017 8,984

無形固定資産合計 26,995 17,937

投資その他の資産   

投資有価証券 210,867 247,051

出資金 30 30

破産更生債権等 922 10,284



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年４月30日) 

当事業年度 
(平成22年４月30日) 

敷金 80,739 80,739

保証金 39,392 17,492

保険積立金 89,247 49,146

貸倒引当金 △3,700 △13,000

投資その他の資産合計 417,499 391,745

固定資産合計 2,466,542 2,466,447

資産合計 4,769,737 4,623,806

負債の部   

流動負債   

買掛金 192,471 253,231

未払金 89,540 92,694

未払費用 34,814 36,489

未払法人税等 16,559 18,631

未払消費税等 44,594 50,732

賞与引当金 86,000 93,000

その他 36,423 35,313

流動負債合計 500,403 580,093

固定負債   

退職給付引当金 103,349 118,709

役員退職慰労引当金 192,949 159,179

繰延税金負債 4,087 10,039

固定負債合計 300,385 287,928

負債合計 800,789 868,021

純資産の部   

株主資本   

資本金 929,890 929,890

資本剰余金   

資本準備金 1,691,419 1,691,419

資本剰余金合計 1,691,419 1,691,419

利益剰余金   

利益準備金 77,000 77,000

その他利益剰余金   

別途積立金 1,530,000 1,300,000

繰越利益剰余金 △188,019 △225,810

利益剰余金合計 1,418,980 1,151,189

自己株式 △15,728 △15,728

株主資本合計 4,024,561 3,756,771

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △55,613 △985

評価・換算差額等合計 △55,613 △985



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年４月30日) 

当事業年度 
(平成22年４月30日) 

純資産合計 3,968,948 3,755,785

負債純資産合計 4,769,737 4,623,806



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 2,731,791 2,751,444

売上原価   

製品期首たな卸高 403 1,806

当期製品製造原価 2,277,457 2,364,451

製品期末たな卸高 1,806 1,782

製品売上原価 2,276,055 2,364,474

売上総利益 455,736 386,970

販売費及び一般管理費   

旅費及び交通費 40,083 42,726

広告宣伝費 15,642 22,468

役員報酬 81,600 78,000

給料及び賞与 188,871 202,529

賞与引当金繰入額 18,000 22,000

退職給付費用 2,809 4,251

退職手当金 6,069 6,570

役員退職慰労引当金繰入額 9,430 9,070

福利厚生費 40,906 43,813

賃借料 25,861 24,892

租税公課 28,926 29,417

減価償却費 4,527 3,181

貸倒引当金繰入額 － 10,300

その他 81,087 80,642

販売費及び一般管理費合計 543,814 579,861

営業損失（△） △88,078 △192,891

営業外収益   

受取利息 3,799 4,143

受取配当金 6,571 4,139

貸倒引当金戻入額 300 －

雑収入 2,776 4,555

営業外収益合計 13,447 12,838

経常損失（△） △74,630 △180,053

特別利益   

投資有価証券売却益 32,132 －

固定資産売却益 ※1  16,624 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 42,840

保険解約返戻金 － 32,801

特別利益合計 48,756 75,641



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

特別損失   

投資有価証券評価損 96,195 26,797

固定資産売却損 ※2  346 －

固定資産除却損 ※3  11,936 ※3  24,701

役員退職慰労金 － 66,960

保険積立金評価損 14,184 －

特別損失合計 122,663 118,459

税引前当期純損失（△） △148,536 △222,871

法人税、住民税及び事業税 7,212 7,117

法人税等調整額 65,363 －

法人税等合計 72,575 7,117

当期純損失（△） △221,112 △229,988



 （脚注） 

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    522,009  23.0  546,164  23.0

Ⅱ 労務費    1,087,021  48.0  1,089,059  45.9

Ⅲ 経費    656,555  29.0  736,445  31.1

（うち外注加工費）    (122,129)                   (152,529)       

（うち減価償却費）    (201,562)        (267,191)      

当期総製造費用    2,265,586  100.0  2,371,669      

期首仕掛品棚卸高    71,617        59,745      

合計    2,337,203        2,431,415      

期末仕掛品棚卸高    59,745        66,963      

当期製品製造原価    2,277,457        2,364,451      

                           

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

原価計算の方法 

 実際原価による工程別総合原価計算を採用しておりま

す。  

同左 



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 929,890 929,890

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 929,890 929,890

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,691,419 1,691,419

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,691,419 1,691,419

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 77,000 77,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 77,000 77,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,730,000 1,530,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △200,000 △230,000

当期変動額合計 △200,000 △230,000

当期末残高 1,530,000 1,300,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △129,105 △188,019

当期変動額   

剰余金の配当 △37,802 △37,802

当期純損失（△） △221,112 △229,988

別途積立金の取崩 200,000 230,000

当期変動額合計 △58,914 △37,790

当期末残高 △188,019 △225,810

利益剰余金合計   

前期末残高 1,677,894 1,418,980

当期変動額   

剰余金の配当 △37,802 △37,802

当期純損失（△） △221,112 △229,988

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △258,914 △267,790



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当期末残高 1,418,980 1,151,189

自己株式   

前期末残高 △15,728 △15,728

当期変動額   

自己株式の取得 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △15,728 △15,728

株主資本合計   

前期末残高 4,283,475 4,024,561

当期変動額   

剰余金の配当 △37,802 △37,802

自己株式の取得 － －

当期純損失（△） △221,112 △229,988

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △258,914 △267,790

当期末残高 4,024,561 3,756,771

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △24,980 △55,613

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,632 54,628

当期変動額合計 △30,632 54,628

当期末残高 △55,613 △985

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △24,980 △55,613

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,632 54,628

当期変動額合計 △30,632 54,628

当期末残高 △55,613 △985

純資産合計   

前期末残高 4,258,495 3,968,948

当期変動額   

剰余金の配当 △37,802 △37,802

自己株式の取得 － －

当期純損失（△） △221,112 △229,988

別途積立金の取崩 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,632 54,628

当期変動額合計 △289,547 △213,162

当期末残高 3,968,948 3,755,785



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △148,536 △222,871

減価償却費 206,089 270,372

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,037 15,360

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,430 △33,770

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 7,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △300 10,300

未払事業所税の減少額 △119 △34

受取利息及び受取配当金 △10,371 △8,282

投資有価証券売却益 △32,132 －

投資有価証券評価損益（△は益） 96,195 26,797

固定資産売却損益（△は益） △16,278 －

固定資産除却損 11,936 24,701

保険解約損益（△は益） － △32,801

保険積立金評価損 14,184 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,719 △30,420

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,662 25,109

その他の流動資産の増減額（△は増加） 9,139 △7,864

仕入債務の増減額（△は減少） △55,079 60,760

その他の流動負債の増減額（△は減少） △15,430 3,686

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,756 6,137

その他 △54 △72

小計 26,937 114,108

利息及び配当金の受取額 10,270 8,237

法人税等の支払額 △8,930 △5,044

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,277 117,300

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 － △100,000

定期預金の払戻による収入 － 300,000

投資有価証券の取得による支出 △112,515 △2,400

投資有価証券の売却による収入 133,484 －

有形固定資産の取得による支出 △274,877 △320,396

有形固定資産の売却による収入 31,293 －

無形固定資産の取得による支出 △4,860 △1,325

その他投資の増加による支出 △421 △5

その他投資の減少による収入 22,463 94,879

投資活動によるキャッシュ・フロー △205,433 △29,248

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △37,843 △37,734

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,843 △37,734



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △214,999 50,318

現金及び現金同等物の期首残高 1,502,638 ※  1,287,639

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,287,639 ※  1,337,957



 該当事項はありません。  

継続企業の前提に関する注記



  

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 期日末の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 同左 

  時価のないもの 移動平均法による原価

法 

時価のないもの  同左 

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

商品及び製品・仕掛品 

…総平均法に基づく原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定） 

商品及び製品・仕掛品 

  同左 

  原材料及び貯蔵品 

…総平均法に基づく原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）   

原材料及び貯蔵品 

  同左   

３．固定資産の減価償却の

方法 

 有形固定資産 

…定率法 

但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法。少額減価償却資産（取

得価額が10万円以上20万円未満の減価

償却資産）については、３年間で均等

償却。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物         18～45年 

機械及び装置       10年 

 有形固定資産 

  同左 

  無形固定資産 

…定額法 

なお、自社利用ソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法。 

無形固定資産 

  同左 



項目 
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

４．引当金の計上基準  (1）貸倒引当金 

 一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

   同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額の当期負担額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

   同左 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務に基づき

計上しております。 

(3）退職給付引当金 

   同左 

  (4）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく事業年度末要支給額を

計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

  同左 

５．キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、要

求払預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。 

同左 

６．その他財務諸表作成の

ための重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



  

  

会計処理の変更

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

（棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更） 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主

として総平均法による原価法によっておりましたが、当事

業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第9号 平成18年7月5日公表分）が適用されたことに

伴い、評価基準については、原価法から原価法（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。な

お、この変更により損益に与える影響はありません。 

  

  

  

             －  

表示方法変更

 前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

          当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

 （貸借対照表関係） 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年8月

7日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事業年度

において「製品」「原材料」として掲記されたものは、当

事業年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に区

分掲記しています。なお、前事業年度の「製品」「原材

料」に含まれる「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ403千円、31,207千円です。  

            － 



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年４月30日） 

当事業年度 
（平成22年４月30日） 

※１．担保提供資産 ※１．担保提供資産 

建物 千円221,428

土地 千円339,376

計 千円560,805

建物 千円213,740

土地 千円339,376

計 千円553,116

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

※１．固定資産売却益 ※１．固定資産売却益 

機械及び装置     千円16,624

計     千円16,624

-

※２．固定資産売却損 ※２．固定資産売却損 

車両運搬具     千円346

計       千円346

-

 ※３．固定資産除却損 

建物     千円339

機械及び装置     千円10,957

車両運搬具     千円104

工具、器具及び備品     千円534

計       千円11,936

 ※３．固定資産除却損 

機械及び装置     千円24,567

車両運搬具     千円126

工具、器具及び備品     千円8

計       千円24,701



前事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式                        

普通株式  3,813,000  －  －  3,813,000

合計  3,813,000  －  －  3,813,000

自己株式                        

普通株式  32,798  －  －  32,798

合計  32,798  －  －  32,798

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年7月30日 

定時株主総会 
普通株式  37,802  10 平成20年4月30日 平成20年7月31日 

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年7月29日 

定時株主総会 
普通株式  37,802 利益剰余金  10 平成21年4月30日 平成21年7月30日 



当事業年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（注）平成22年7月28日開催予定の定時株主総会において議案として付議する予定であります。 

  

  

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式                        

普通株式  3,813,000   -    -  3,813,000

合計  3,813,000   -    -  3,813,000

自己株式                        

普通株式  32,798   -    -  32,798

合計  32,798   -    -  32,798

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年7月29日 

定時株主総会 
普通株式  37,802  10 平成21年4月30日 平成21年7月30日 

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年7月28日 

定時株主総会 
普通株式  37,802 利益剰余金  10 平成22年4月30日 平成22年7月29日 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成21年４月30日現在） （平成22年４月30日現在） 

現金及び預金勘定      千円1,787,639

預入期間が3ケ月を超える定期

預金 
   千円△500,000

現金及び現金同等物      千円1,287,639

現金及び預金勘定      千円1,637,957

預入期間が3ケ月を超える定期

預金 
   千円△300,000

現金及び現金同等物      千円1,337,957

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 



金融商品関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略しております。  

  

  

  

（金融商品関係）



前事業年度（平成21年４月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）上記取得原価は、減損処理を行った後の金額であり、その減損処理額は、96,195千円であります。なお、減損処理

にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％未満下落し

た場合には当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。   

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

３．時価評価されていない主な有価証券 

当事業年度（平成22年４月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）上記取得原価は、減損処理を行った後の金額であり、その減損処理額は、26,797千円であります。なお、減損処理

にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％未満下落し

た場合には当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。   

  

（有価証券関係）

区分 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

株式  31,641  41,758  10,117

債券  －  －  －

小計  31,641  41,758  10,117

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

株式  228,752  167,109  △61,643

債券  －  －  －

小計  228,752  167,109  △61,643

合計  260,394  208,867  △51,526

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 133,484  32,132  －

区分 貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  2,000

合計  2,000

区分 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

株式  98,640  123,492  24,851

債券   -     -    -  

小計  98,640  123,492  24,851

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

株式  137,356  121,559  △15,796

債券     -     -     - 

小計  137,356  121,559  △15,796

合計  235,997  245,051  9,054



２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

３．時価評価されていない主な有価証券 

前事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、確定拠出型の制度として特定退職金共済制度を採用

しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注） 当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を使用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

 （注）１．当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を使用しております。 

２．特定退職金共済制度により、前事業年度に費用認識した拠出額は、30,742千円であり、当事業年度に費用認

識した拠出額は、31,118千円であります。 

前事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

 該当事項はありません。 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

    -     -     - 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  2,000

合計  2,000

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

項目 
前事業年度

（平成21年４月30日） 
当事業年度 

（平成22年４月30日） 

退職給付債務（千円）   103,349    118,709  

(1）退職給付引当金（千円）   103,349    118,709  

項目 
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

退職給付費用（千円）   6,594    19,283  

(1）勤務費用（千円）   6,594    19,283  

（ストック・オプション等関係）



前事業年度（自 平成20年5月1日 至 平成21年4月30日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年5月1日 至 平成22年4月30日） 

 該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年４月30日） 

当事業年度 
（平成22年４月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産      

未払事業税等否認       千円 4,431

賞与引当金損金算入否認      千円 39,260

投資有価証券評価損否認      千円 64,291

退職給付引当金損金算入否認      千円 41,753

役員退職慰労引当金損金算入

否認 

     千円 77,951

会員権評価損否認       千円 1,737

保険積立金評価損否認      千円 20,488

貸倒引当金繰入限度額超過       千円 8,353

繰延税金資産小計 千円 258,267

評価性引当金 千円 △258,267

繰延税金資産合計        千円 －

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金       千円 4,087

繰延税金負債合計       千円 4,087

繰延税金資産（負債△）の純額     千円 △4,087

繰延税金資産      

未払事業税等否認       千円 3,974

賞与引当金損金算入否認      千円 42,456

投資有価証券評価損否認      千円 75,117

退職給付引当金損金算入否認      千円 47,958

役員退職慰労引当金損金算入

否認 

     千円 64,308

会員権評価損否認       千円 1,737

保険積立金評価損否認      千円 20,488

貸倒引当金繰入限度額超過      千円 11,044

繰延税金資産小計 千円 267,085

評価性引当金 千円 △267,085

繰延税金資産合計         -千円 

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金      千円 10,039

繰延税金負債合計      千円 10,039

繰延税金資産（負債△）の純額    千円 △10,039

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

 当事業年度は税引前当期純損失であるため、記載を省

略しております。 

 同左 

（持分法損益等）



 賃貸等不動産関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め開示を省略しております。 

（賃貸等不動産関係）



前事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

   （追加情報） 

    当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関

   連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用してお

   ります。 

    なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

  （1）役員および個人主要株主等  

 （注） 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

  

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   1．建築工事等の取引については、一般取引条件と同様に決定しております。  

  

  （2）役員の近親者が議決権の過半数を所有している会社等    

（注） 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

  

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   1．学校アルバム等の販売の仲介の取引については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

（関連当事者情報）

属性 会社等の
名称 住所

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関連当事
者との関
係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社等 

㈱安井組 

福岡県 

北九州市 

八幡西区 
 20 建設業 

(被所有) 

直接 

0.2％

建築工事

等の取引 

役員の兼

任  

建築工事

等の取引 
 8,448 未払金 109

属性 会社等の
名称 住所

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関連当事
者との関
係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社等 

エフアン

ドエス㈱ 

東京都 

渋谷区 

  

 28
情報サー

ビス業 

(被所有) 

直接 

0.0％

学校アル

バム等の

販売の仲

介 

学校アル

バム等の

販売の仲

介 

 5,377 売掛金 52



当事業年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

   （1）役員および個人主要株主等  

 （注） 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

  

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   1．建築工事等の取引については、一般取引条件と同様に決定しております。  

  

  （2）役員の近親者が議決権の過半数を所有している会社等    

（注） 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

  

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   1．学校アルバム等の販売の仲介の取引については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

属性 会社等の
名称 住所

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関連当事
者との関
係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社等 

㈱安井組 

福岡県 

北九州市 

八幡西区 
 20 建設業 

(被所有) 

直接 

0.2％

建築工事

等の取引 

役員の兼

任  

建築工事

等の取引 
 4,811 未払金 826

属性 会社等の
名称 住所

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関連当事
者との関
係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社等 

エフアン

ドエス㈱ 

東京都 

渋谷区 

  

 28
情報サー

ビス業 

(被所有) 

直接 

0.0％

学校アル

バム等の

販売の仲

介 

学校アル

バム等の

販売の仲

介 

 8,792 売掛金     -



   前事業年度（自 平成20年5月1日 至 平成21年4月30日） 

    該当事項はありません。 

  

   当事業年度（自 平成21年5月1日 至 平成22年4月30日 

    該当事項はありません。 

  

（企業結合等）



 （注） １株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

１株当たり純資産額      円 1,049.93

１株当たり当期純損失金額（△）       円 △58.49

１株当たり純資産額      円 993.54

１株当たり当期純損失金額（△）       円 △60.84

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、1株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、1株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

  
前事業年度

(自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日) 

当期純損失（△）（千円）  △221,112  △229,988

普通株主に帰属しない金額（千円） -     - 

普通株式に係る当期純損失（△）（千円）  △221,112  △229,988

期中平均株式数（千株）  3,780     3,780 

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

 ①代表取締役の異動 

   該当事項はありません。  

 ②その他の役員の異動 

   ・新任監査役候補 

    （常勤）冨樫 督司（現 一般商業印刷課課長） 

   ・退任予定監査役 

    （常勤）越出 哲郎 

 ③就任予定日 

   平成22年7月28日  

  

(2）部門別売上高                          （単位：千円） 

  

（3）部門別受注高及び受注残高           （単位：千円） 

  

  

５．その他

期別 前 期 

構成比率 

当 期 

構成比率 増減金額 増減率 
区 分 (平成21年4月期) (平成22年4月期)

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

学校アルバ

ム 
2,061,008 75.4 1,992,124 72.4 △68,883 △ 3.3

一般商業印

刷 
    670,783 24.6 759,320 27.6 88,537 13.2

合 計 2,731,791 100.0 2,751,444 100.0 19,653 0.7

期別 前   期 当   期 

  (平成21年4月期) （平成22年4月期） 

区 分 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

         

学校アルバム 2,040,419 214,354 1,993,577 215,807

一般商業印刷 669,012 19,150 758,029 17,859

計 2,709,432 233,504  2,751,606 233,666
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