
                                          

  

  

１．平成22年12月期第２四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期  3,562  △7.6  265  △53.5  270  △53.3  142  △56.7

21年12月期第２四半期  3,855  0.4  570  △2.3  578  △2.6  328  9.2

  
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12月期第２四半期  24  60  －  －

21年12月期第２四半期  56  74  －  －

  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12月期第２四半期  8,964  6,220  69.4  1,073  66

21年12月期  8,916  6,267  70.3  1,081  59

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 6,220百万円 21年12月期 6,267百万円

  
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 

21年12月期  －  －  － － － － 30 00  30  00

22年12月期  －  －  － －

22年12月期（予想） － － 30 00  30  00

  （％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 
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  7,300  4.3  730  12.4  740  12.7  400  12.8  69  02



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．１「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）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：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続き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予想は、本資料の決算発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいた

ものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 5,815,294株 21年12月期 5,815,294株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 21,135株 21年12月期 20,273株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 5,795,028株 21年12月期２Ｑ 5,797,834株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間における我が国経済は、「百年に一度」と言われた米・欧での金融危機から、中国やイン

ドなどアジア諸国を中心とした新興国を背景に、一部において回復の兆しが見え始めたものの、全般的には設備投

資の抑制、雇用環境の悪化、個人消費の停滞など改善が見られず、また欧州の信用不安も発生し、依然として先行

き不透明な状況で推移しました。  

 フォーム印刷業界におきましては、オフィスのIT化・デジタル化により、一般ビジネスフォーム印刷の需要が減

少している中で、価格競争が引き続き激しさを増しており、厳しい経営環境となりました。 

 この様な情勢の中での結果、売上高1,840百万円（前年同四半期比7.5％減）、営業利益189百万円（同46.5％

減）、経常利益195百万円（同45.9％減）、四半期純利益98百万円（同53.1％減）となりました。 

 なお、売上状況につきましては、ビジネスフォーム894百万円、一般帳票類305百万円、データプリント及び関連

加工583百万円、サプライ商品56百万円となっております。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて47百万円増加し、8,964百万円となりまし

た。資産の部においては、流動資産が144百万円増加し2,034百万円、固定資産が97百万円減少し6,929百万円とな

りました。また、負債の部においては、流動負債が2百万円減少し2,117百万円、固定負債が96百万円増加し625百

万円となりました。この結果、純資産の部においては、46百万円減少し6,220百万円となり、自己資本比率が

69.4％となりました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年２月12日に公表いたしました通期の業績予想につきましては、変更はありません。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法 

 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もり、簿価

切下げを行う方法によっております。 

  

②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ため、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを

利用する方法によっております。 

   

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

   

（追加情報） 

 当第２四半期会計期間において、従来は有形固定資産に含めていた「建物」及び「土地」の一部について、保

有目的を変更したため、投資その他の資産の「その他」に含まれる「投資不動産」へ振り替えております。な

お、「投資不動産」に振り替えた「建物」は114,490千円、「土地」は29,013千円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

   

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 294,796 277,348

受取手形及び売掛金 1,329,483 1,117,495

有価証券 － 49,102

製品 233,659 244,257

原材料 30,337 25,589

仕掛品 22,987 27,523

繰延税金資産 18,552 28,473

その他 109,282 121,807

貸倒引当金 △4,111 △1,218

流動資産合計 2,034,988 1,890,378

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,736,610 1,811,261

機械及び装置（純額） 542,302 598,372

土地 2,959,540 2,988,553

その他（純額） 289,377 300,334

有形固定資産合計 5,527,830 5,698,522

無形固定資産 130,334 94,054

投資その他の資産   

投資有価証券 606,795 648,109

保険積立金 311,270 300,939

繰延税金資産 174,259 184,988

その他 188,909 106,809

貸倒引当金 △10,057 △6,910

投資その他の資産合計 1,271,177 1,233,937

固定資産合計 6,929,342 7,026,514

資産合計 8,964,330 8,916,893
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 924,534 837,987

短期借入金 780,867 791,820

未払法人税等 92,280 133,751

賞与引当金 19,145 20,579

その他 300,730 335,703

流動負債合計 2,117,557 2,119,843

固定負債   

長期借入金 318,121 217,063

役員退職慰労引当金 98,329 93,169

その他 209,392 219,006

固定負債合計 625,842 529,238

負債合計 2,743,400 2,649,081

純資産の部   

株主資本   

資本金 798,288 798,288

資本剰余金 600,052 600,052

利益剰余金 4,900,058 4,931,344

自己株式 △15,863 △15,389

株主資本合計 6,282,536 6,314,295

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △61,606 △46,484

評価・換算差額等合計 △61,606 △46,484

純資産合計 6,220,929 6,267,811

負債純資産合計 8,964,330 8,916,893
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,855,194 3,562,700

売上原価 2,656,602 2,684,017

売上総利益 1,198,592 878,682

販売費及び一般管理費 627,707 612,975

営業利益 570,884 265,706

営業外収益   

受取利息 572 590

受取配当金 6,573 7,178

受取保険金 2,025 3,362

受取賃貸料 3,074 1,548

雑収入 4,916 3,040

営業外収益合計 17,162 15,721

営業外費用   

支払利息 6,880 10,049

保険解約損 1,989 －

雑損失 1,159 1,347

営業外費用合計 10,028 11,396

経常利益 578,018 270,031

特別利益   

固定資産売却益 1,288 －

有価証券償還益 － 2,664

預託金返還益 － 7,843

保険積立金戻入益 － 10,278

特別利益合計 1,288 20,785

特別損失   

固定資産除却損 134 102

固定資産売却損 － 24

投資有価証券評価損 － 30,143

減損損失 394 －

特別損失合計 528 30,270

税引前四半期純利益 578,778 260,547

法人税、住民税及び事業税 279,748 86,942

法人税等調整額 △29,965 31,024

法人税等合計 249,783 117,966

四半期純利益 328,994 142,580
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,988,878 1,840,316

売上原価 1,308,452 1,353,516

売上総利益 680,425 486,800

販売費及び一般管理費 326,869 297,582

営業利益 353,556 189,218

営業外収益   

受取利息 182 194

受取配当金 6,287 6,957

受取保険金 2,025 3,332

受取賃貸料 1,295 612

雑収入 2,563 1,567

営業外収益合計 12,354 12,663

営業外費用   

支払利息 3,915 5,182

雑損失 676 1,347

営業外費用合計 4,592 6,530

経常利益 361,318 195,351

特別利益   

固定資産売却益 1,288 －

投資有価証券評価損戻入益 8,315 －

有価証券償還益 － 675

預託金返還益 － 7,843

特別利益合計 9,603 8,518

特別損失   

固定資産除却損 － 102

投資有価証券評価損 － 25,343

減損損失 394 －

特別損失合計 394 25,445

税引前四半期純利益 370,527 178,424

法人税、住民税及び事業税 154,573 33,852

法人税等調整額 5,451 45,912

法人税等合計 160,025 79,765

四半期純利益 210,501 98,659
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１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   

税引前四半期純利益 578,778 260,547

減価償却費 154,944 159,130

減損損失 394 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 30,143

有価証券償還損益（△は益） － △2,664

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,760 5,160

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,100 △16,200

受取利息及び受取配当金 △7,145 △7,769

支払利息 6,880 10,049

有形固定資産除売却損益（△は益） △1,154 126

売上債権の増減額（△は増加） △308,043 △211,987

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,408 10,385

仕入債務の増減額（△は減少） △49,003 88,801

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,834 △3,519

その他 27,646 △31,272

小計 370,714 290,930

利息及び配当金の受取額 7,145 7,769

利息の支払額 △7,342 △10,330

法人税等の支払額 △143,258 △125,258

営業活動によるキャッシュ・フロー 227,259 163,111

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 － 49,286

有形固定資産の取得による支出 △354,907 △28,575

有形固定資産の売却による収入 2,600 10

無形固定資産の取得による支出 △3,917 △54,735

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,277 2,373

投資有価証券の取得による支出 － △14,219

その他 － 8,246

投資活動によるキャッシュ・フロー △353,947 △37,613

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） 276,996 △11,471

リース債務の返済による支出 － △23,813

長期借入れによる収入 300,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △181,550 △198,424

自己株式の処分による収入 － 60

自己株式の取得による支出 △1,331 △549

配当金の支払額 △278,362 △173,850

財務活動によるキャッシュ・フロー 115,752 △108,048

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,934 17,448

現金及び現金同等物の期首残高 252,488 277,348

現金及び現金同等物の四半期末残高 241,553 294,796
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

販売実績 

当第２四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、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。 

  

   

（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

４．補足情報

事業部門別の名称 
当第２四半期会計期間 

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

ビジネスフォーム（千円）    894,109    100.0

一般帳票類（千円）    305,833    92.0

データプリント及び関連加工 

（千円） 
   583,802    83.8

サプライ商品（千円）    56,571    85.8

合計（千円）    1,840,316    92.5
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