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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 779 △6.5 △56 ― △54 ― △62 ―

22年３月期第１四半期 833 △40.3 △83 ― △83 ― △56 ―

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

23年３月期第１四半期 △12 12 ―

22年３月期第１四半期 △10 90 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 5,118 3,982 77.8 777 26

22年３月期 5,453 4,099 75.2 798 70

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 3,982百万円 22年３月期 4,099百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

 22年３月期 ― 7 50 ― 7 50 15 00

 23年３月期 ―

 23年３月期(予想) 7 50 ― 7 50 15 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 1,944 △2.9 32 ― 44 ― 31 ― 6 04

通期 4,024 2.4 79 ― 102 ― 51 ― 9 94



 
（注）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の有無となります。 

 

 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※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条件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、四

半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P3「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 5,722,500株 22年３月期 5,722,500株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 598,099株 22年３月期 589,679株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,131,819株 22年３月期１Ｑ 5,217,096株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国向けの外需等により全

体的には企業収益は回復傾向にあるものの、欧州の金融不安や米国経済の減速懸念から円高・株安の傾

向となり、さらに雇用・所得環境の低迷から個人消費が伸び悩む等、依然として予断を許さない状況が

続いております。 

 当社グループが属する特殊印刷業界におきましては、生産量は緩やかな増加傾向にあるものの、国内

においては設備投資への姿勢は慎重であり、また、海外市場におきましてはパソコン等を中心とするＩ

Ｔ家電業界において構造変換の様相を呈しており、引き続き厳しい経営環境に置かれております。 

 このような状況の中、当社グループは関連資材の販売を中心とする地道な営業活動を展開しつつ、原

価低減や固定費の更なる圧縮に努め、経営体質の充実強化に注力してまいりました。 

 しかしながら、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は７億79百万円（前年同期

比6.5%減）と前年同期と比較して53百万円の減収なりました。利益面におきましては、営業損失56百万

円（前年同期は営業損失83百万円）、経常損失54百万円（前年同期は経常損失83百万円）となり、四半

期純損失は62百万円（前年同期は四半期純損失56百万円）となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して３億35百万円減少し、

51億18百万円となりました。これは主として現金及び預金が１億７百万円、受取手形及び売掛金が１億

13百万円、仕掛品が71百万円減少したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比較して２億18百万円減少し、11億35百万円となりました。これは主と

して支払手形及び買掛金が２億９百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して１億16百万円減少し、39億82百万円となりました。これは主

として利益剰余金が１億円、その他有価証券評価差額金が14百万円減少したことによるものでありま

す。 

 これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して2.7ポイント増加し、77.8％となりま

した。 

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して１億７百万円減

少し、17億40百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、61百万円の支出(前年同期は47百万円の収入)となりまし

た。これは主として税金等調整前四半期純損失の計上54百万円、売上債権の減少１億８百万円、仕入債

務の減少２億７百万円によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、１百万円の収入(前年同期は８百万円の支出)となりまし

た。これは出資金の分配による収入１百万円によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、45百万円の支出(前年同期は49百万円の支出)となりまし

た。これは主として配当金の支払38百万円によるものであります。 

  

平成23年３月期の通期の業績見通しにつきましては、平成22年５月14日の決算発表時の業績予想から

変更しておりません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（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

 （3）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。  

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日）を適用しております。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

 税金費用の計算

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,740,983 1,848,531

受取手形及び売掛金 633,544 747,098

商品及び製品 127,103 97,242

仕掛品 320,604 392,243

原材料及び貯蔵品 115,967 91,165

その他 81,259 132,885

貸倒引当金 △1,041 △2,717

流動資産合計 3,018,422 3,306,449

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 622,162 631,050

土地 1,027,570 1,027,570

その他（純額） 64,565 69,305

有形固定資産合計 1,714,298 1,727,926

無形固定資産合計 25,863 31,381

投資その他の資産

投資有価証券 189,917 206,583

その他 173,514 185,293

貸倒引当金 △3,950 △3,992

投資その他の資産合計 359,481 387,885

固定資産合計 2,099,642 2,147,193

資産合計 5,118,065 5,453,642
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 799,668 1,008,707

未払法人税等 6,041 7,266

未払消費税等 6,792 6,587

賞与引当金 7,965 17,045

その他 228,557 93,698

流動負債合計 1,049,026 1,133,305

固定負債

退職給付引当金 31,905 35,459

役員退職慰労引当金 51,634 182,789

その他 2,500 2,500

固定負債合計 86,040 220,749

負債合計 1,135,066 1,354,054

純資産の部

株主資本

資本金 1,075,400 1,075,400

資本剰余金 942,600 942,600

利益剰余金 2,188,745 2,289,454

自己株式 △219,696 △217,224

株主資本合計 3,987,049 4,090,230

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,497 8,767

為替換算調整勘定 1,447 590

評価・換算差額等合計 △4,050 9,358

純資産合計 3,982,999 4,099,588

負債純資産合計 5,118,065 5,453,642
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 833,683 779,814

売上原価 668,752 636,558

売上総利益 164,930 143,255

販売費及び一般管理費 248,555 199,393

営業損失（△） △83,624 △56,137

営業外収益

受取利息及び配当金 798 －

受取利息 － 3

受取配当金 － 2,698

受取賃貸料 3,325 3,593

その他 489 950

営業外収益合計 4,612 7,244

営業外費用

支払利息 238 103

為替差損 3,670 5,568

その他 136 158

営業外費用合計 4,045 5,831

経常損失（△） △83,058 △54,724

特別利益

貸倒引当金戻入額 452 1,680

特別利益合計 452 1,680

特別損失

工具器具備品除却損 76 －

投資有価証券評価損 － 515

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 770

特別損失合計 76 1,285

税金等調整前四半期純損失（△） △82,682 △54,329

法人税等 △25,823 7,883

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △62,212

四半期純損失（△） △56,858 △62,212
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30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損失（△） △82,682 △54,329

減価償却費 24,655 19,635

貸倒引当金の増減額（△は減少） △452 △1,717

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,878 △9,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,793 △3,553

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,714 △131,155

受取利息及び受取配当金 △798 △2,701

支払利息 238 103

為替差損益（△は益） 941 2,188

有形固定資産除売却損益（△は益） 76 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 515

売上債権の増減額（△は増加） 140,939 108,271

たな卸資産の増減額（△は増加） 44,470 17,559

仕入債務の増減額（△は減少） △91,944 △207,087

未払又は未収消費税等の増減額 49,334 60,228

その他 12,634 143,651

小計 85,456 △57,490

利息及び配当金の受取額 798 2,701

利息の支払額 △238 △103

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △38,144 △6,500

営業活動によるキャッシュ・フロー 47,871 △61,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △4,601 △329

無形固定資産の取得による支出 △5,139 －

出資金の分配による収入 1,588 1,588

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,151 1,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 － △4,047

自己株式の取得による支出 △10,260 △2,472

配当金の支払額 △39,471 △38,888

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,731 △45,407

現金及び現金同等物に係る換算差額 △52 △2,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,064 △107,548

現金及び現金同等物の期首残高 1,782,992 1,848,531

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,772,927 1,740,983
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該当事項はありません。 

  

 
   （注） １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

       ２ 各区分に属する国または地域の主な内訳は次のとおりであります。 

          アジア：中国、タイ、香港、インドネシア、シンガポール、フィリピン等 

          その他：アメリカ等 

       ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

(追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17

号 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等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20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

当社及び連結子会社の事業は、印刷機器関連の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

  

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) セグメント情報等

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 471,370 551 471,922

Ⅱ 連結売上高(千円) 833,683

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

56.5 0.1 56.6

【セグメント情報】

(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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