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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注）前連結会計年度においては連結貸借対照表を作成していないため、22年５月期の連結財政状態は記載しておりません。また、平成23年５月期第１四
半期より、非連結子会社であった株式会社タスクを連結することとしたため、平成23年５月期第１四半期より連結財務諸表を作成しております。 
 

(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5月期第1四半期 5,055 △4.6 1,517 △12.0 1,536 △11.8 837 △17.9

22年5月期第1四半期 5,297 △1.8 1,723 △3.9 1,742 △3.9 1,020 △1.3

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5月期第1四半期 67.67 ―

22年5月期第1四半期 82.41 ―

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5月期第1四半期 14,812 12,931 87.1 1,041.76
22年5月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  12,901百万円 22年5月期  ―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  

（注）平成22年５月期末１株当たり配当金13円00銭のうち１円00銭は業績連動型配当制度に基づく特別配当金であります。 

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5月期 ― 12.00 ― 13.00 25.00
23年5月期 ―

23年5月期 
（予想）

12.00 ― 12.00 24.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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)

7,910 3.3 1,760 6.5 1,740 8.7 960 4.8 77.52

通期 12,420 3.2 1,440 11.6 1,390 13.7 770 6.5 62.18
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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 

（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
表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当第１四半期より連結財務諸表を作成することに伴い、連結業績予想を作成しております。なお、詳細につきましては、本日（平成22年９月29日）発表の
「連結決算の開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．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）３ページ「連結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】P.4「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5月期1Q 12,936,793株 22年5月期  12,936,793株

② 期末自己株式数 23年5月期1Q  552,964株 22年5月期  552,853株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q 12,383,848株 22年5月期1Q 12,384,238株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の経済政策等を背景に企業

収益の改善が続くなか、景気も着実に持ち直し、回復の兆しが見られました。しかしながら、依然とし

て悪化の懸念が残る雇用情勢やデフレの影響、また、アメリカ・欧州を中心とした海外経済に対する先

行き不安や急激な円高など景気が下振れするリスクが強まっており、先行きは不透明なままでありま

す。 

 こうした状況のもと、ディスクロージャー印刷に関係の深い株式市場は、依然としてＩＰＯ（新規上

場）社数は低水準のまま推移しており、日経平均株価も９千円台を割り込むなど厳しい状況が続きまし

た。 

 ディスクロージャー印刷の分野におきましても、上場会社数の減少に加え、企業のコスト削減意識の

浸透により、価格競争が激化するなど、業界を取り巻く環境も大変厳しい状況が続いております。 

  

①売上高 
当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比242百万円(4.6％)減少し、5,055百万円となり

ました。 
 これを製品区分別に説明いたしますと、次のとおりであります。 
・ 金融商品取引法関連製品につきましては、提出免除や統廃合の影響で有価証券報告書等の売上が減

少し、前年同四半期比145百万円(6.0％)減少し、2,291百万円となりました。 

・ 会社法関連製品につきましては、上場会社数の減少に加え、価格競争が激化し、株主総会招集通知

の受注が減少したことなどにより、前年同四半期比87百万円(7.0％)減少し、1,158百万円となりまし

た。 

・ ＩＲ関連製品につきましては、競争激化の影響で事業報告書の売上が減少したものの、ディスクロ

ージャー誌の売上が増加し、前年同四半期並みの、1,376百万円となりました。 

・ その他製品につきましては、公告売上の減少などにより10百万円(4.4％)減少し、229百万円となり

ました。 
②営業利益 

上記の通り、売上高の減少により売上総利益が減少したことにより、営業利益は前年同四半期比206

百万円(12.0％)減少し、1,517百万円となりました。 
③経常利益 

営業外損益は、18百万円のプラスとなり、経常利益は前年同四半期比206百万円(11.8％)減少し、

1,536百万円となりました。 
④四半期純利益 

投資有価証券評価損が105百万円発生するなど、特別損失を115百万円計上しましたので、税金等調整

前四半期純利益は前年同四半期比309百万円(17.8％)減少し、1,423百万円となり、四半期純利益は前年

同四半期比182百万円(17.9％)減少し、837百万円となりました。 
  
 なお、当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、
第１四半期の売上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。 

  

 

  

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
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当第１四半期末の総資産額は、14,812百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金5,238百万

円、有形固定資産4,605百万円であります。 

 負債総額は、1,880百万円となりました。主な内訳は、流動負債1,776百万円であります。 

 純資産総額は、12,931百万円となりました。主な内訳は、利益剰余金9,460百万円であります。 

  

(注)当社は、前連結会計年度においては連結貸借対照表を作成していないため、前連結会計年度の記載

は行っておりません。 

  
 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、5,568百万円

となりました。  

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は前年同四半期に比べ83百万円(4.9％)減少し、1,612百万円となり

ました。  

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,423百万円、たな卸資産の減少額615百万円であ

り、支出の主な内訳は、未払費用の減少額596百万円及び仕入債務の減少額483百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は前年同四半期に比べ3百万円(4.0％)増加し88百万円となりまし

た。  

 これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出88百万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）  

 財務活動の結果使用した資金は前年同四半期に比べ27百万円(23.1％)増加し、145百万円となり

ました。  

 これは、主に配当金の支払額145百万円によるものであります。 
  

平成22年７月２日発表の平成23年５月期の個別業績予想につきましては、変更はありません。また、

平成23年５月期第１四半期より連結決算に移行いたしました。詳細は、平成22年９月29日発表の「連結

決算の開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ」をご参照下さい。 

(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。 

  

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

・棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、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

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

該当事項はありません。 

  

・「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「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、営業利益、経常利益が299千円、税金等調整前四半期純利益が7,482千円減少してお

ります。 

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

①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,238,822

受取手形及び売掛金 1,416,653

有価証券 337,403

仕掛品 149,439

原材料及び貯蔵品 32,941

繰延税金資産 181,371

その他 10,194

貸倒引当金 △8,131

流動資産合計 7,358,694

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,047,858

減価償却累計額 △2,028,128

建物及び構築物（純額） 1,019,730

機械装置及び運搬具 1,946,728

減価償却累計額 △1,596,285

機械装置及び運搬具（純額） 350,442

土地 3,186,649

その他 314,152

減価償却累計額 △265,825

その他（純額） 48,326

有形固定資産合計 4,605,149

無形固定資産

ソフトウエア 789,311

その他 102,975

無形固定資産合計 892,286

投資その他の資産

投資有価証券 1,548,292

繰延税金資産 201,127

その他 220,946

貸倒引当金 △13,735

投資その他の資産合計 1,956,632

固定資産合計 7,454,068

資産合計 14,812,763
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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８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 129,273

未払法人税等 715,030

未払費用 282,936

賞与引当金 267,621

役員賞与引当金 5,977

その他 375,960

流動負債合計 1,776,800

固定負債

退職給付引当金 18,798

役員退職慰労引当金 85,372

固定負債合計 104,170

負債合計 1,880,971

純資産の部

株主資本

資本金 2,049,318

資本剰余金 1,998,929

利益剰余金 9,460,286

自己株式 △558,375

株主資本合計 12,950,159

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △49,127

評価・換算差額等合計 △49,127

少数株主持分 30,761

純資産合計 12,931,792

負債純資産合計 14,812,763
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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６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

売上高 5,297,769 5,055,456

売上原価 2,517,642 2,488,432

売上総利益 2,780,126 2,567,023

販売費及び一般管理費

販売促進費 53,419 50,994

運賃及び荷造費 67,838 65,802

役員報酬 30,480 36,740

給料及び手当 422,290 415,740

貸倒引当金繰入額 157 －

賞与引当金繰入額 124,782 151,117

役員賞与引当金繰入額 6,415 5,977

退職給付引当金繰入額 32,450 －

退職給付費用 － 54,011

役員退職慰労引当金繰入額 2,032 2,022

福利厚生費 93,710 75,544

修繕維持費 10,787 13,135

租税公課 22,965 21,328

減価償却費 22,004 20,773

賃借料 30,802 28,699

その他 136,073 107,476

販売費及び一般管理費合計 1,056,210 1,049,364

営業利益 1,723,916 1,517,659

営業外収益

受取利息 844 737

受取配当金 10,721 10,100

その他 6,883 7,991

営業外収益合計 18,449 18,828

営業外費用

支払利息 － 193

その他 106 166

営業外費用合計 106 359

経常利益 1,742,259 1,536,128

特別利益

固定資産売却益 － 485

貸倒引当金戻入額 － 2,806

特別利益合計 － 3,291

特別損失

固定資産除却損 4,170 2,202

投資有価証券評価損 － 105,831

施設利用権評価損 1,275 －

貸倒引当金繰入額 4,172 628

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,183

特別損失合計 9,617 115,846

税金等調整前四半期純利益 1,732,642 1,423,574

法人税、住民税及び事業税 841,443 701,211

法人税等調整額 △129,391 △118,258

法人税等合計 712,052 582,953

少数株主損益調整前四半期純利益 － 840,620

少数株主利益 － 2,649

四半期純利益 1,020,589 837,970
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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６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31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利益 1,732,642 1,423,574

減価償却費 121,142 120,627

引当金の増減額（△は減少） 203,179 260,414

受取利息及び受取配当金 △11,566 △10,837

支払利息 － 193

売上債権の増減額（△は増加） 255,976 270,567

たな卸資産の増減額（△は増加） 670,449 615,343

仕入債務の増減額（△は減少） △476,410 △483,965

未払費用の増減額（△は減少） △654,271 △596,453

投資有価証券評価損益（△は益） － 105,831

その他 146,347 113,032

小計 1,987,489 1,818,327

利息及び配当金の受取額 11,566 10,837

利息の支払額 － △193

法人税等の支払額 △302,951 △216,628

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,696,103 1,612,342

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 △14,168 △7,141

無形固定資産の取得による支出 △73,981 △81,244

投資有価証券の取得による支出 △2,410 △1,172

投資事業組合からの分配による収入 7,196 2,374

その他 △1,510 △1,088

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,875 △88,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △118,089 △145,338

自己株式の取得による支出 △61 △74

財務活動によるキャッシュ・フロー △118,150 △145,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,493,077 1,378,655

現金及び現金同等物の期首残高 3,272,432 4,120,430

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 69,818

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,765,509 5,568,904
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日） 

   該当事項はありません。 

  

［事業の種類別セグメント情報］ 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

当社及び連結子会社の事業は、ディスクロージャー関連事業並びにこれらの付帯業務の単一事業で

あります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

［所在地別セグメント情報］ 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

［海外売上高］ 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

［セグメント情報］ 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日） 

 当社グループは、ディスクロージャー関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日） 

   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

(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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連結子会社でありました株式会社フィナンシャルメディアは平成22年２月26日に精算結了したことから、前連結会

計年度においては連結貸借対照表を作成していないため、参考資料として22年５月期の要約貸借対照表を記載してお

ります。 

4. (参考) 22年５月期財務諸表 (個別)

 (参考) 要約貸借対照表 (個別)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成22年５月31日）

区分 金額（千円）

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 3,790,420

  受取手形及び売掛金 1,668,908

  有価証券 337,545

  仕掛品 756,850

  原材料及び貯蔵品 40,874

  繰延税金資産 64,206

  その他 21,992

  貸倒引当金 △9,345

  流動資産合計 6,671,452

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物 3,043,702

    減価償却累計額 △2,011,610

    建物及び構築物（純額） 1,032,092

   機械装置及び運搬具 1,940,539

    減価償却累計額 △1,582,541

    機械装置及び運搬具（純額） 357,998

   土地 3,186,649

   その他 338,973

    減価償却累計額 △287,671

    その他（純額） 51,302

   有形固定資産合計 4,628,042

  無形固定資産

   ソフトウエア 799,867

   その他 39,017

   無形固定資産合計 838,885

  投資その他の資産

   投資有価証券 1,710,411

   前払年金費用 47,606

   繰延税金資産 186,423

   その他 223,203

   貸倒引当金 △11,997

   投資その他の資産合計 2,155,648

  固定資産合計 7,622,576

 資産合計 14,294,029
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前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成22年５月31日）

区分 金額（千円）

負債の部

 流動負債

  買掛金 622,022

  未払法人税等 229,000

  未払費用 879,445

  役員賞与引当金 23,900

  その他 217,083

  流動負債合計 1,971,452

 固定負債

  役員退職慰労引当金 91,000

  固定負債合計 91,000

 負債合計 2,062,453

純資産の部

 株主資本

  資本金 2,049,318

  資本剰余金 1,998,929

  利益剰余金 8,774,563

  自己株式 △558,300

  株主資本合計 12,264,510

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △32,934

  評価・換算差額等合計 △32,934

 純資産合計 12,231,575

負債純資産合計 14,294,029
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当社グループは、「3．四半期連結財務諸表 (5)セグメント情報」に記載のとおり、ディスクロージャ

ー関連事業の単一セグメントであり、生産、受注及び販売の状況につきましては製品区分別に記載してお

ります。 

 なお、当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、

第１四半期の売上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。 

①生産実績     

生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
②受注実績 

受注実績を製品区分別に示すと、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。 

  
③販売実績 

販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績の10％以上を占める販売顧客に該当するものはありません。 

5. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

製品区分

前第１四半期連結累計期間
自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日

当第１四半期連結累計期間
自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日

比較増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金融商品取引法関連 2,436,021 46.0 2,291,010 45.3 △145,011 △6.0

会社法関連 1,245,761 23.5 1,158,197 22.9 △87,563 △7.0

ＩＲ関連 1,376,247 26.0 1,376,961 27.3 714 0.1

その他 239,739 4.5 229,287 4.5 △10,452 △4.4

合計 5,297,769 100.0 5,055,456 100.0 △242,313 △4.6

製品区分

前第１四半期連結累計期間
自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日

当第１四半期連結累計期間
自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日

比較増減

受注高(千円)
受注残高
（千円）

受注高(千円)
受注残高
（千円）

受注高(千円)
受注残高
（千円）

金融商品取引法関連 1,859,230 154,003 1,686,401 171,959 △172,828 17,955

会社法関連 310,640 79,133 259,178 51,031 △51,461 △28,101

ＩＲ関連 435,995 218,933 444,742 194,184 8,746 △24,749

その他 181,431 24,228 182,122 31,676 691 7,447

合計 2,787,297 476,299 2,572,444 448,852 △214,852 △27,447

製品区分

前第１四半期連結累計期間
自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日

当第１四半期連結累計期間
自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日

比較増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金融商品取引法関連 2,436,021 46.0 2,291,010 45.3 △145,011 △6.0

会社法関連 1,245,761 23.5 1,158,197 22.9 △87,563 △7.0

ＩＲ関連 1,376,247 26.0 1,376,961 27.3 714 0.1

その他 239,739 4.5 229,287 4.5 △10,452 △4.4

合計 5,297,769 100.0 5,055,456 100.0 △242,313 △4.6

宝印刷㈱（7921）　平成23年５月期第１四半期決算短信

－ 12 －


	uji.pdf
	html_gene



