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1.  平成23年4月期第1四半期の業績（平成22年5月1日～平成22年7月31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 ％

23年4月期第1四半期 533 1.9 △196 ― △183 ― △236 ―

22年4月期第1四半期 523 △8.1 △202 ― △198 ― △220 ―

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4月期第1四半期 △62.67 ―

22年4月期第1四半期 △58.22 ―

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4月期第1四半期 4,131 3,448 83.5 912.53
22年4月期 4,623 3,755 81.2 993.54

（参考） 自己資本   23年4月期第1四半期  3,448百万円 22年4月期  3,755百万円

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  
 

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4月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

23年4月期 ―

23年4月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成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)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

810 6.4 △500 ― △500 ― △560 ― △148.14

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



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他」をご覧ください。）

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4月期1Q  3,813,000株 22年4月期  3,813,000株

② 期末自己株式数 23年4月期1Q  33,776株 22年4月期  32,798株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期1Q  3,779,735株 22年4月期1Q  3,780,202株

※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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、事業運営におけるさまざまな状況変化によっ
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2ページを参照して下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第1四半期（平成22年5月1日～7月31日）の経済情勢は、4～6月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率が前期比

年率で0.4％成長に鈍化するなど経済政策の効果が途切れつつある一方で、設備投資などが盛り上がりを欠き、予

想外の低成長となりました。さらに、景気の先行きには陰りもみられ、回復局面の景気が一時的に停滞する可能性

も出てまいりました。また、印刷業界においても6月の印刷・情報用紙の国内出荷量の3カ月連続前年割れが示すと

おり、企業の広告費抑制で需要が伸び悩み販売価格も下落してまいりました。 

 このような経営環境の下、当社の当第1四半期における業績は次のとおりとなりました。学校アルバム部門の売

上高は前年同四半期比0.4％減の360百万円となり、一般商業印刷部門の売上高は、前年同四半期比7.2％増の173百

万円となりまして、全売上高は、前年同四半期比1.9％増の533百万円となりました。 

 また、損益面におきましては、営業損失196百万円（前年同四半期比6百万円損失減）、経常損失183百万円（前

年同四半期比14百万円損失減）、四半期純損失236百万円（前年同四半期比16百万円損失増）となりました。 

（季節変動について） 

 当社の年間売上高のおよそ70％を占める学校アルバム部門は卒業時期の2月、3月に売上が集中いたしますので、

この第1四半期の売上高は年間売上高の4分の1前後になりませんし、損益につきましても固定費等発生が先行いた

しますので、第1四半期においては、現在のところ赤字となることが避けられず、上記のような損益状況となりま

す。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第1四半期における財政状態につきましては、総資産が4,131百万円と前事業年度末に比べ492百万円減少とな

っておりますが、これは主として製版機械等の設備代金や配当金の支払等に現預金を充当したこと等によるもので

あります。  

 また、純資産は3,448百万円と前事業年度末に比べ307百万円減少しておりますが、これは当第1四半期純損失236

百万円等によるものであります。   

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 第2四半期累計期間および通期の業績見通しにつきましては、概ね予想通り推移しており、現時点におきまして

は平成22年6月9日発表「平成22年4月期決算短信（非連結）」の業績予想から変更はありません。 

  

  

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  該当事項はありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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。これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ、365千円増大しており、税引前四半期純損失は13,159千円

増大しております。  

  

（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



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,229,151 1,637,957

受取手形及び売掛金 351,819 420,908

商品及び製品 1,555 1,782

仕掛品 23,615 66,963

原材料及び貯蔵品 24,793 29,033

その他 14,827 22,712

貸倒引当金 △16,500 △22,000

流動資産合計 1,629,263 2,157,359

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 832,240 757,361

土地 929,190 929,190

その他（純額） 373,289 370,213

有形固定資産合計 ※1  2,134,719 ※1  2,056,765

無形固定資産 21,817 17,937

投資その他の資産   

その他 358,558 404,745

貸倒引当金 △13,000 △13,000

投資その他の資産合計 345,558 391,745

固定資産合計 2,502,095 2,466,447

資産合計 4,131,358 4,623,806

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 160,678 253,231

未払法人税等 9,448 18,631

賞与引当金 48,000 93,000

その他 162,893 215,230

流動負債合計 381,020 580,093

固定負債   

退職給付引当金 120,151 118,709

役員退職慰労引当金 159,921 159,179

資産除去債務 17,393 －

その他 4,232 10,039

固定負債合計 301,699 287,928

負債合計 682,720 868,021



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 929,890 929,890

資本剰余金 1,691,419 1,691,419

利益剰余金 876,502 1,151,189

自己株式 △15,958 △15,728

株主資本合計 3,481,853 3,756,771

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33,215 △985

評価・換算差額等合計 △33,215 △985

純資産合計 3,448,638 3,755,785

負債純資産合計 4,131,358 4,623,806



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 523,547 533,718

売上原価 573,186 580,983

売上総損失（△） △49,638 △47,265

販売費及び一般管理費 ※1  152,973 ※1  148,791

営業損失（△） △202,612 △196,056

営業外収益   

受取利息 1,107 1,271

受取配当金 2,037 2,119

その他 890 9,071

営業外収益合計 4,035 12,461

経常損失（△） △198,576 △183,594

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 42,840 1,600

貸倒引当金戻入額 － 5,500

保険解約返戻金 32,801 －

特別利益合計 75,641 7,100

特別損失   

投資有価証券評価損 13,877 －

役員退職慰労金 66,960 1,600

固定資産除却損 16,305 45,996

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,794

特別損失合計 97,143 60,390

税引前四半期純損失（△） △220,078 △236,885

四半期純損失（△） △220,078 △236,885



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31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（△） △220,078 △236,885

減価償却費 70,894 62,080

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,432 1,442

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40,797 742

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,000 △45,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,600 △5,500

受取利息及び受取配当金 △3,144 △3,390

固定資産除却損 16,305 45,996

投資有価証券評価損益（△は益） 13,877 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,794

売上債権の増減額（△は増加） 48,657 69,213

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,100 47,815

仕入債務の増減額（△は減少） △68,102 △92,552

未払消費税等の増減額（△は減少） △45,456 △45,868

その他 △45,188 △2,237

小計 △255,901 △191,351

利息及び配当金の受取額 2,261 2,411

法人税等の支払額 △8,759 △9,183

営業活動によるキャッシュ・フロー △262,399 △198,123

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 － △200,000

有形固定資産の取得による支出 △306,415 △175,790

無形固定資産の取得による支出 △472 △5,300

投資有価証券の取得による支出 △601 △601

その他 77,972 4,990

投資活動によるキャッシュ・フロー △229,516 △376,701

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △229

配当金の支払額 △33,026 △33,751

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,026 △33,981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △524,942 △608,806

現金及び現金同等物の期首残高 1,287,639 1,337,957

現金及び現金同等物の四半期末残高 762,696 729,151



  該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。  

  

（１）部門別売上高並びに受注高及び受注残高 

① 部門別売上高  

  

②部門別受注高及び受注残高  

（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

 期別 

  

  

  

 区分 

前第1四半期 

(自 平成21年5月1日 

至 平成21年7月31日) 

当第1四半期 

(自 平成22年5月1日 

至 平成22年7月31日) 増減金額 増減率 

前事業年度 

(自 平成21年5月1日 

 至 平成22年4月30日）

金 額 構成比率 金 額 構成比率 金 額 構成比率

  千円  ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

学校アルバム 361,601 69.1 360,177 67.5 △1,424 △0.4 1.992.124 72.4

一般商業印刷 161,945 30.9 173,540 32.5 11,595 7.2 759.320 27.6

合 計 523,547 100.0 533,718 100.0 10,170 1.9 2,751,444 100.0

  期別 

  

  

 区分 

前第1四半期 

（自 平成21年5月1日 

至 平成21年7月31日) 

当第1四半期 

（自 平成22年5月1日 

至 平成22年7月31日) 

前事業年度 

（自 平成21年5月1日 

至 平成22年4月30日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

  千円 千円 千円 千円 千円 千円

学校アルバム 222,742 75,494 220,601 76,231 1,993,577 215,807

一般商業印刷 173,035 30,240 184,121 28,440 758,029 17,859

合 計 395,777 105,734 404,723 104,671 2,751,606 233,666
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