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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 17,882 △8.4 743 49.7 482 1.4 △289 ―
22年3月期第2四半期 19,518 △18.2 496 △59.2 475 △68.9 △903 ―

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 △11.60 ―
22年3月期第2四半期 △36.27 ―

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 81,669 23,302 11.0 362.06
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2四半期  9,021百万円 22年3月期  9,785百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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）

（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

通期 38,500 △3.1 2,600 28.9 2,150 0.2 100 ― 4.01



(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、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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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3月期2Q 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2Q  5,888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2Q 24,916,839株 22年3月期2Q  24,917,287株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期におけるわが国経済は、一部に回復の兆しが見られるものの、引続き先行き厳しい状況が続いて

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、当社グループを取り巻く環境も依然厳しい

状況が続いております。 

このような状況の中、当第２四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 ％増）、連結四

半期純損失は 百万円（前年同四半期純損失 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２四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、

「受取手形及び売掛金」が 百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期における負債合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少しております。主な要因は、

固定負債が 百万円増加したものの流動負債が 百万円減少したこと等によるものであります。 

当第２四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、

「評価・換算差額等」が 百万円減少したものの「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 

今後の見通しにつきましては、景気の先行きに不透明感が残り、当社グループを取り巻く環境につきまして

も、依然厳しい状況であります。 

現時点における通期の見通しにつきましては、連結売上高 億円、連結営業利益 億円、連結経常利益 億

百万円、連結当期純利益 億円を見込んでおります。 

  

  

（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２四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２四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 

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

178億82 8.4

7億43 49.7 4億82 1.4

2億89 9億3

1,408
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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 

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 

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 11,399 11,206

受取手形及び売掛金 6,710 8,257

商品及び製品 683 771

仕掛品 697 472

原材料及び貯蔵品 165 157

その他 2,592 2,173

貸倒引当金 △1,638 △1,273

流動資産合計 20,609 21,765

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,647 16,070

機械装置及び運搬具（純額） 2,829 3,032

土地 23,317 21,911

工具、器具及び備品（純額） 3,741 3,733

コース勘定（純額） 3,987 4,048

その他（純額） 1,331 1,319

有形固定資産合計 50,854 50,115

無形固定資産 1,319 1,370

投資その他の資産   

投資有価証券 4,540 5,238

その他 5,304 6,952

貸倒引当金 △1,115 △2,526

投資その他の資産合計 8,729 9,664

固定資産合計 60,903 61,150

繰延資産 156 160

資産合計 81,669 83,077

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,444 2,956

短期借入金 2,268 11,379

1年内返済予定の長期借入金 3,546 5,309

1年内償還予定の社債 690 790

未払法人税等 615 763

賞与引当金 441 440

返品調整引当金 61 61

その他 2,082 2,528

流動負債合計 12,150 24,228



（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) 

固定負債   

社債 915 1,260

長期借入金 23,438 12,648

繰延税金負債 3,007 2,555

退職給付引当金 350 365

役員退職慰労引当金 351 397

預り入会金 15,473 15,704

その他 2,681 2,863

固定負債合計 46,216 35,794

負債合計 58,367 60,023

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,806 9,806

利益剰余金 1,583 1,537

自己株式 △4 △4

株主資本合計 11,385 11,339

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 232 458

繰延ヘッジ損益 △61 －

土地再評価差額金 △1,803 △1,468

為替換算調整勘定 △731 △544

評価・換算差額等合計 △2,364 △1,554

少数株主持分 14,280 13,268

純資産合計 23,302 23,054

負債純資産合計 81,669 83,077



（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 19,518 17,882

売上原価 14,052 12,683

売上総利益 5,466 5,199

販売費及び一般管理費 4,969 4,455

営業利益 496 743

営業外収益   

受取利息 60 49

受取配当金 46 28

受取賃貸料 44 34

負ののれん償却額 282 5

償還差益 26 100

その他 118 98

営業外収益合計 579 317

営業外費用   

支払利息 382 267

賃貸費用 141 －

支払手数料 － 229

その他 77 81

営業外費用合計 601 578

経常利益 475 482

特別利益   

固定資産売却益 8 11

投資有価証券売却益 13 －

貸倒引当金戻入額 8 96

役員退職慰労引当金戻入額 － 59

その他 2 －

特別利益合計 33 168

特別損失   

固定資産売却損 39 －

固定資産除却損 16 15

投資有価証券評価損 － 65

貸倒引当金繰入額 355 189

契約変更損 166 －

その他 8 52

特別損失合計 585 323

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△77 326

法人税等 543 288

少数株主損益調整前四半期純利益 － 37

少数株主利益 283 327

四半期純損失（△） △903 △289



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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