
   

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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） 

（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）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  9,094  △7.0  370  488.4  67  △32.4  △201  －

22年3月期第１四半期  9,776  △20.2  62  △92.0  100  △90.1  △276  －

  
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  △8  08  －      

22年3月期第１四半期  △11  10  －      

  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  82,839  23,411  11.2  373  77

22年3月期  83,077  23,054  11.8  392  71

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 9,313百万円 22年3月期 9,785百万円

  
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 

22年3月期  －        0 00 －      0 00  0  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  0 00 －      0 00  0  00

  （％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）  19,200  △1.6  950  91.2  550  15.7  △150  －  △6  02

通期  41,000  3.2  3,300  63.6  2,700  25.8  700  －  28  09



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．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 

新規    －  社 （社名）     －      、除外    － 社  （社名）     － 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）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。 

  

（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 

（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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表の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

提となる仮定及び業績予想に関する注意事項等につきましては、２ページの「連結業績予想に関する定性的情報」を

ご覧下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 24,922,600株 22年3月期 24,922,600株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 5,818株 22年3月期 5,478株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 24,916,919株 22年3月期１Ｑ 24,917,362株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、景気に一部底打ちの兆しが見られるものの、株安や円高傾向等から企業

収益への懸念もあり、景気の先行きが不透明な状況が続いております。 

印刷業界におきましては、受注競争激化による受注単価の下落等、また、人材事業においての求人広告市場の

縮小の影響等、当社グループを取り巻く環境も依然厳しい状況が続きました。 

このような状況の中、当第１四半期の連結売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、連結営業利益

は 百万円（前年同四半期比 ％増）、連結経常利益は 百万円（前年同四半期比 ％減）、連結四半

期純損失は 百万円（前年同四半期純損失2億76百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期における資産合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少しております。主な要因は、固

定資産の「投資有価証券」が 百万円減少したこと等によるものであります 

当第１四半期における負債合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円の減少となりました。主な要因は、

「支払手形及び買掛金」が 百万円減少したこと等によるものであります。 

当第１四半期における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円増加しております。主な要因は、

当第１四半期純損失 百万円を計上しましたが、「少数株主持分」が 百万円増加したこと等によるものであ

ります。この結果、自己資本比率は ％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想は現時点において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想

数値と異なる可能性があります。なお、業績予想につきましては平成22年5月14日公表時から変更しておりませ

ん。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末に係る実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

② 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、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

③ 税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「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、これによる損益に与える影響は軽微であります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の

変動額は 百万円であります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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② 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。 

なお、これによる損益及びセグメント情報への影響はありません。 

  

③ 企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号

平成20年12月26日）を適用しております。 

なお、子会社の資産及び負債の評価方法を部分時価評価法から全面時価評価法へ変更したことにより土地

百万円、繰延税金負債 百万円、少数株主持分 百万円それぞれ増加しております。ただし、損益に与

える影響はありません。 

  

1,470 598 871



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 11,106 11,206

受取手形及び売掛金 7,232 8,257

商品及び製品 607 771

仕掛品 515 472

原材料及び貯蔵品 162 157

その他 2,746 2,173

貸倒引当金 △1,510 △1,273

流動資産合計 20,861 21,765

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,887 16,070

機械装置及び運搬具（純額） 2,924 3,032

土地 23,348 21,911

工具、器具及び備品（純額） 3,732 3,733

コース勘定（純額） 4,021 4,048

その他（純額） 1,380 1,319

有形固定資産合計 51,295 50,115

無形固定資産 1,369 1,370

投資その他の資産   

投資有価証券 4,992 5,238

その他 5,275 6,952

貸倒引当金 △1,119 △2,526

投資その他の資産合計 9,148 9,664

固定資産合計 61,812 61,150

繰延資産 165 160

資産合計 82,839 83,077

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,235 2,956

短期借入金 2,088 11,379

1年内返済予定の長期借入金 3,637 5,309

1年内償還予定の社債 690 790

未払法人税等 300 763

賞与引当金 444 440

返品調整引当金 61 61

その他 2,773 2,528

流動負債合計 12,231 24,228



（単位：百万円）

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) 

固定負債   

社債 915 1,260

長期借入金 23,999 12,648

繰延税金負債 3,044 2,555

退職給付引当金 396 365

役員退職慰労引当金 342 397

預り入会金 15,624 15,704

その他 2,873 2,863

固定負債合計 47,196 35,794

負債合計 59,427 60,023

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,806 9,806

利益剰余金 1,336 1,537

自己株式 △4 △4

株主資本合計 11,138 11,339

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 283 458

土地再評価差額金 △1,468 △1,468

為替換算調整勘定 △640 △544

評価・換算差額等合計 △1,825 △1,554

少数株主持分 14,098 13,268

純資産合計 23,411 23,054

負債純資産合計 82,839 83,077



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 9,776 9,094

売上原価 7,097 6,456

売上総利益 2,678 2,638

販売費及び一般管理費 2,615 2,268

営業利益 62 370

営業外収益   

受取利息 28 26

受取配当金 45 17

受取賃貸料 22 17

負ののれん償却額 141 2

償還差益 11 6

その他 88 62

営業外収益合計 337 133

営業外費用   

支払利息 191 137

賃貸費用 71 －

支払手数料 － 226

その他 36 72

営業外費用合計 300 436

経常利益 100 67

特別利益   

固定資産売却益 1 －

貸倒引当金戻入額 7 67

役員退職慰労引当金戻入額 － 59

特別利益合計 9 126

特別損失   

固定資産売却損 12 －

固定資産除却損 12 －

貸倒引当金繰入額 － 31

その他 12 15

特別損失合計 37 47

税金等調整前四半期純利益 71 147

法人税等 215 200

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △53

少数株主利益 131 147

四半期純損失（△） △276 △201



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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