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1. 平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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2四半期 26,979 △3.8 △716 ─ △386 ─ △661 ─
 22年3月期第2四半期 28,045 △10.0 △829 ─ △552 ─ △798 ─

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2四半期 △7 .71 ─

 22年3月期第2四半期 △9 .31 ─

 (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2四半期 58,942 35,597 60.3 414 .74
   22年3月期 62,778 36,304 57.8 422 .95

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 35,568百万円 22年3月期 36,272百万円

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 ─ 0 .00 ─ 0 .00 0 .00

23年3月期 ─ 0 .00

23年3月期(予想) ─ 2 .00 2 .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、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 60,000 1.0 400 ─ 600 934.5 250 ─ 2 .92
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(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

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は終了しておりません。 

  

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のご利用にあたっての注意事項につきましては、【添付資料】

P.３「１.当四半期の連結業績等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」をご覧くださ

い。 
  

   
  
  

4. その他 (詳細は、【添付資料】 P.4「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 (            )、除外  ─社 (            )

(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 ： 無

(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。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  23年3月期2Ｑ 86,267,808株  22年3月期 86,267,808株

② 期末自己株式数  23年3月期2Ｑ 508,548株  22年3月期 505,842株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  23年3月期2Ｑ 85,760,158株  22年3月期2Ｑ 85,790,241株

※ 四半期レビュー手続の実施状況の表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の景況感は持ち直しつつあるものの、急激な円

高の影響を受けた株安の進行、家計の収入減による個人消費の伸び悩みで景気は足踏み状態にあります。

印刷業界におきましても、出版市場の低迷や企業の広告宣伝費の削減などにより、厳しい経営環境が続

きました。 

このような環境のもとで当社グループは、昨年11月都内各所に分散していた諸機能を新本社ビルに集

約・統合し、部門間連携と業務の効率化を図りました。また、構造改革の推進により、一層の原価低減を

進めました。 

しかしながら、正面市場の需要回復は思わしくなく、当第２四半期連結累計期間における当社グループ

の業績は、売上高は269億７千９百万円(前年同期比3.8％減)、営業損失は７億１千６百万円(前年同期は

営業損失８億２千９百万円)、経常損失は３億８千６百万円(前年同期は経常損失５億５千２百万円)、四

半期純損失は６億６千１百万円(前年同期は四半期純損失７億９千８百万円)となりました。 

  

セグメント別の売上状況は、以下のとおりであります。 

(印刷事業) 

印刷事業セグメントは、出版印刷部門と商業印刷部門から構成されております。 

出版印刷部門では、雑誌の大幅な減少に加え、マンガ・コミック、単行本等が減少した結果、当第２四

半期連結累計期間の売上高は192億１千８百万円(前年同期比3.7％減)となりました。 

商業印刷部門では、リーフレット・チラシ、ポスターは増加したものの、ＰＯＰ、カタログ・パンフレ

ットが減少した結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は73億１千５百万円(前年同期比3.2％減)とな

りました。 

(出版事業) 

出版部門では、一般図書等の販売が減少した結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は４億４千５百

万円(前年同期比14.6％減)となりました。 

  

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２四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ38億３千５百万円減少し、589億４千２百万円

となりました。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ31億２千８百万円減少し、233億４千５百万円となりました。こ

れは主に支払手形及び買掛金、設備関係支払手形の減少によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ７億７百万円減少し、355億９千７百万円となりました。これ

は主に利益剰余金の減少によるものであります。 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べ７億８千万円減少し、71

億３千４百万円となりました。 

当第２四半期における各キャッシュ・フローとそれらの増減要因は以下の通りであります。 

「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、前年同期に比べ10億５千２百万円増加し、21億７千８百万円となりま

した。これは税金等調整前四半期純損失５億２千９百万円を計上しましたが、減価償却費の計上12億１千

７百万円、売上債権の減少28億５千５百万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」 

投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ８億９千２百万円増加し、29億５千５百万円となりま

した。これは主に有形固定資産の取得24億９千５百万円及び投資有価証券の取得６億２百万円によるもの

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、前年同期に比べ１億８千万円減少し、２百万円となりました。 

  

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月７日に公表いたしました業績予想に変更

はありません。 

  

  

(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

－3－

図書印刷㈱（7913）　平成23年3月期第2四半期決算短信



該当事項はありません。 

  

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 

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、税金等調整前四半期純損失が７千８百万円増加しております。なお、営業損失及び経常

損失に与え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

(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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 2,206 3,694

受取手形及び売掛金 14,889 17,707

有価証券 5,733 5,127

商品及び製品 172 171

仕掛品 1,719 1,117

原材料及び貯蔵品 295 273

繰延税金資産 280 373

その他 346 444

貸倒引当金 △130 △152

流動資産合計 25,512 28,757

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 23,272 22,977

減価償却累計額 △9,731 △9,146

建物及び構築物（純額） 13,541 13,830

機械装置及び運搬具 28,117 28,116

減価償却累計額 △23,793 △23,343

機械装置及び運搬具（純額） 4,323 4,772

工具、器具及び備品 1,610 1,660

減価償却累計額 △1,269 △1,252

工具、器具及び備品（純額） 341 408

土地 9,255 9,282

建設仮勘定 － 123

有形固定資産合計 27,461 28,417

無形固定資産

のれん 270 354

その他 233 282

無形固定資産合計 504 637

投資その他の資産

投資有価証券 3,034 2,505

繰延税金資産 1,940 1,947

その他 759 822

貸倒引当金 △271 △309

投資その他の資産合計 5,463 4,965

固定資産合計 33,429 34,020

資産合計 58,942 62,778
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 12,769 13,597

関係会社短期借入金 2,500 2,500

未払法人税等 56 83

賞与引当金 598 574

役員賞与引当金 13 32

返品調整引当金 0 4

設備関係支払手形 356 1,104

資産除去債務 7 －

その他 2,280 3,880

流動負債合計 18,583 21,777

固定負債

長期借入金 800 800

退職給付引当金 3,743 3,732

役員退職慰労引当金 127 164

資産除去債務 90 －

固定負債合計 4,761 4,696

負債合計 23,345 26,473

純資産の部

株主資本

資本金 13,898 13,898

資本剰余金 16,489 16,489

利益剰余金 5,356 6,017

自己株式 △157 △157

株主資本合計 35,587 36,248

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △18 23

評価・換算差額等合計 △18 23

少数株主持分 29 31

純資産合計 35,597 36,304

負債純資産合計 58,942 62,778
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 28,045 26,979

売上原価 24,692 23,633

売上総利益 3,352 3,345

販売費及び一般管理費

運搬費 1,038 1,017

役員報酬及び給料手当 1,762 1,619

賞与引当金繰入額 232 195

役員賞与引当金繰入額 15 11

退職給付費用 54 80

役員退職慰労引当金繰入額 35 23

貸倒引当金繰入額 28 －

その他 1,015 1,116

販売費及び一般管理費合計 4,182 4,062

営業損失（△） △829 △716

営業外収益

受取利息 19 16

受取配当金 254 287

その他 38 44

営業外収益合計 312 349

営業外費用

支払利息 19 15

損害賠償金 15 －

その他 0 3

営業外費用合計 35 18

経常損失（△） △552 △386

特別利益

固定資産売却益 9 －

貸倒引当金戻入額 － 34

特別利益合計 9 34

特別損失

固定資産除売却損 146 29

投資有価証券評価損 0 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 75

環境対策費 － 63

その他 － 6

特別損失合計 146 177

税金等調整前四半期純損失（△） △689 △529

法人税、住民税及び事業税 1 4

法人税等調整額 108 128

法人税等合計 110 133

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △662

少数株主損失（△） △0 △1

四半期純損失（△） △798 △661
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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（△） △689 △529

減価償却費 1,198 1,217

のれん償却額 84 84

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29 10

前払年金費用の増減額（△は増加） 3 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △24 23

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 △59

受取利息及び受取配当金 △274 △303

支払利息 19 15

有形固定資産除売却損益（△は益） 136 29

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 75

環境対策費 － 63

投資有価証券評価損益（△は益） 0 2

売上債権の増減額（△は増加） 2,883 2,855

たな卸資産の増減額（△は増加） △349 △624

仕入債務の増減額（△は減少） △1,656 △827

その他 △371 △145

小計 939 1,890

利息及び配当金の受取額 274 302

利息の支払額 △19 △15

法人税等の支払額 △160 △110

法人税等の還付額 92 111

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,125 2,178

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 － △2

定期預金の払戻による収入 － 8

有価証券の取得による支出 △598 △405

有価証券の売却及び償還による収入 － 500

有形固定資産の取得による支出 △1,500 △2,495

有形固定資産の売却による収入 15 22

投資有価証券の取得による支出 － △602

投資有価証券の売却による収入 10 －

無形固定資産の取得による支出 △16 △2

貸付金の回収による収入 5 4

その他 20 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,063 △2,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 800 －

長期借入金の返済による支出 △800 －

自己株式の取得による支出 △12 △0

自己株式の処分による収入 3 0

配当金の支払額 △172 △1

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △183 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,121 △780

現金及び現金同等物の期首残高 8,990 7,914

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,869 7,134
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該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「印刷事業」の割合がいずれも90％を

超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当社は、本国以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社を有しないため、該当事項はあり

ません。 

  

〔海外売上高〕 

当社及び連結子会社は、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

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。 

  

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。 

当社グループは、印刷事業及び出版事業を行っており、報告セグメントは連結業績に与える影響

を考慮して、印刷事業と出版事業としております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日  至 平成22年９月30日） 

 
  

 
  

該当事項はありません。 

  

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円）

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書 
計上額印刷事業 出版事業 合計

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 26,534 445 26,979 ― 26,979

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

294 ― 294 △ 294 ―

計 26,828 445 27,274 △ 294 26,979

セグメント利益 △ 328 △ 411 △ 739 23 △716

3. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △739

のれんの償却額 △12

セグメント間取引消去 35

四半期連結損益計算書の営業利益 △716

(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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