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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 6,482 1.0 141 4.7 203 5.8 111 125.6
22年3月期第2四半期 6,419 △6.5 135 80.5 192 134.8 49 192.6

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 26.75 ―
22年3月期第2四半期 11.86 ―

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 13,786 11,359 80.7 2,658.69
22年3月期 14,147 11,412 79.0 2,670.75

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  11,121百万円 22年3月期  11,172百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
23年3月期 ― 10.00
23年3月期 

（予想） ― 10.00 20.00

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  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

通期 13,600 1.6 510 20.7 600 17.5 270 135.6 64.54



(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 
・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「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 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 4,508,000株 22年3月期  4,508,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  324,777株 22年3月期  324,678株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 4,183,260株 22年3月期2Q 4,183,322株



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………3 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………3 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………4 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ………………………………………4 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………5 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………5 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………7 

【第２四半期連結累計期間】 …………………………………………………………7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………8 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………9 

(5) セグメント情報 ………………………………………………………………………9 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………11 

  

※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。 

・平成22年12月２日（木）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業業績の改善が牽引となり、緩やかな回復基調

にあるものの、厳しい雇用環境やデフレ状況は依然続いており、海外経済の減速懸念や長期化する円高の

影響など、先行きの不透明感が払拭されない状況で推移しました。 

 当社グループの属する業界におきましても、個人消費の伸び悩みや企業の広告宣伝費の削減、企業間競

争の更なる激化に伴う受注単価の下落など、厳しい経営環境が継続しました。 

 こうした情勢のもと、当社グループでは印刷需要の集中する首都圏・関西圏における営業活動の強化、

既存取引先に対する印刷需要の掘り起こしを図るなど、印刷関連事業の業績確保に努め、売上高は６４億

８千２百万円（前年同四半期比１.０％増）となりました。利益につきましては、生産体制の合理化やコ

スト削減など収益力の向上に努めたことなどにより、営業利益は１億４千１百万円（前年同四半期比４.

７％増）、経常利益は２億３百万円（前年同四半期比５.８％増）、四半期純利益は１億１千１百万円

（前年同四半期比１２５.６％増）となりました。 

 当第２四半期連結累計期間におけるセグメントごとの業績につきましては、以下のとおりであります。

大都市圏における取引先に対する印刷需要の掘り起こしに努める一方、生産体制の合理化やコスト削

減など収益力の向上に努めたことなどにより、売上高は４２億５千９百万円（前年同四半期比２.８％

増）、営業利益は１億３千６百万円（前年同四半期比６.４％増）となりました。 

長期にわたる印刷需要の落ち込みが続く中、取引先への営業活動を強化したことなどにより、売上高

は８億９千５百万円（前年同四半期比１４.５％増）となりましたが、利益率の低下により営業利益は

３千３百万円（前年同四半期比７.２％減）となりました。 

景気低迷に伴う企業の広告宣伝費削減の動きが続き、既存メディアとの競争激化に伴う広告収入が減

少する厳しい環境下、売上高は７億３百万円（前年同四半期比２.９％減）、営業損失は２千１百万円

（前年同四半期は３千１百万円の営業損失を計上）となりました。 

セキ美術館では春、夏の常設展を開催しました。当事業は売上高１百万円（前年同四半期比５０.

９％減）、営業損失１千６百万円を計上しておりますが、マスコミ取材記事や地域での観光施設紹介、

また県内外からのリピーターを含む多数の来館者を通じて当社のイメージ向上につながっており、地域

の活性化や地域文化の発展に寄与しているものと考えております。 

連結子会社の㈲こづつみ倶楽部が扱う郵政関連事業が縮小した影響などにより、売上高は６億２千２

百万円（前年同四半期比１９.０％減）、営業利益は１千万円（前年同四半期比４３.２％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

①印刷関連事業

②洋紙・板紙販売関連事業

③出版・広告代理関連事業

④美術館関連事業

⑤カタログ販売関連事業
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ３億６千万円減少し、１３７億８千

６百万円となりました。これは主に投資有価証券が１８億９千５百万円と、前連結会計年度末に比べ３億

８百万円減少したことなどによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ３億７百万円減少し、２４億２千７百万円となりました。これは主に

未払法人税等が１億円と、前連結会計年度末に比べ１億４百万円減少したことなどによるものでありま

す。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ５千３百万円減少し、１１３億５千９百万円となりました。これは

主にその他有価証券評価差額金が１億２千万円減少したことなどによるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間末における現金と現金同等物は、前第２四半期連結累計期間末に比べ１０

億４千５百万円増加し、３０億３千５百万円となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、前年同四半期と比べ３億５千

４百万円減少し、１億３百万円となりました。増加要因としては、税金等調整前四半期純利益２億１

千３百万円、減少要因としては、法人税等の支払額１億９千１百万円が主なものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は、前年同四半期と比べ６億６千

８百万円増加し、１億円となりました。増加要因としては、投資有価証券の売却による収入３億円、

減少要因としては有形固定資産の取得による支出１億２千２百万円が主なものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期と比べ５百万円

増加し、４千８百万円となりました。減少要因としては配当金の支払額４千１百万円が主なものであ

ります。 

  

業績予想につきましては、平成２２年５月１３日公表の通期の業績予想に変更はありません。今後、業

績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示を行う予定であります。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

(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。 

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。 

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、営業利益及び経常利益は120千円、税金等調整前四半期純利益は3,238千円、それぞれ

減少しております。また、当会計基準適用開始による資産除去債務の変動額は4,180千円でありま

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

 固定資産の減価償却費の算定方法

(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：千円）

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 3,513,627 3,476,256

受取手形及び売掛金 2,717,061 2,618,689

有価証券 179,731 102,780

商品及び製品 256,385 198,544

仕掛品 248,927 218,066

原材料及び貯蔵品 73,957 72,283

繰延税金資産 49,824 52,470

未収還付法人税等 222 3,257

その他 54,703 324,559

貸倒引当金 △29,606 △41,957

流動資産合計 7,064,834 7,024,951

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,650,086 2,632,615

減価償却累計額 △1,510,785 △1,467,866

建物及び構築物（純額） 1,139,301 1,164,749

機械装置及び運搬具 4,312,779 4,282,795

減価償却累計額 △3,610,436 △3,521,607

機械装置及び運搬具（純額） 702,343 761,188

工具、器具及び備品 1,557,464 1,553,831

減価償却累計額 △377,542 △368,535

工具、器具及び備品（純額） 1,179,922 1,185,295

土地 1,282,315 1,282,315

その他 － 140

有形固定資産合計 4,303,882 4,393,688

無形固定資産 62,347 62,603

投資その他の資産

投資有価証券 1,895,809 2,204,124

その他 477,833 478,851

貸倒引当金 △17,818 △17,074

投資その他の資産合計 2,355,824 2,665,901

固定資産合計 6,722,054 7,122,193

資産合計 13,786,889 14,147,144
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（単位：千円）

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 1,335,851 1,393,251

未払法人税等 100,250 205,136

繰延税金負債 － 170

賞与引当金 75,751 82,106

その他 341,306 414,241

流動負債合計 1,853,160 2,094,905

固定負債

繰延税金負債 98,585 179,752

退職給付引当金 285,153 271,675

未払役員退職慰労金 178,088 178,538

資産除去債務 4,190 －

その他 8,606 10,024

固定負債合計 574,624 639,990

負債合計 2,427,785 2,734,896

純資産の部

株主資本

資本金 1,201,700 1,201,700

資本剰余金 1,333,500 1,333,500

利益剰余金 9,093,045 9,022,964

自己株式 △475,191 △475,032

株主資本合計 11,153,054 11,083,131

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △31,169 89,465

評価・換算差額等合計 △31,169 89,465

少数株主持分 237,219 239,651

純資産合計 11,359,104 11,412,248

負債純資産合計 13,786,889 14,147,144
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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：千円）

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 6,419,565 6,482,496

売上原価 4,942,320 4,982,477

売上総利益 1,477,244 1,500,018

販売費及び一般管理費

配送費 254,013 310,748

給料及び手当 462,593 441,825

貸倒引当金繰入額 8,995 －

賞与引当金繰入額 44,950 34,502

退職給付費用 13,468 12,173

その他 557,674 558,890

販売費及び一般管理費合計 1,341,694 1,358,140

営業利益 135,550 141,877

営業外収益

受取利息 8,872 10,273

受取配当金 14,322 12,944

物品売却益 14,653 19,205

仕入割引 6,641 7,197

投資事業組合運用益 － 1,081

その他 16,443 14,159

営業外収益合計 60,932 64,862

営業外費用

支払利息 222 222

売上割引 1,077 931

投資事業組合運用損 722 －

賃貸収入原価 1,540 1,565

その他 119 74

営業外費用合計 3,682 2,793

経常利益 192,800 203,947

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 11,607

固定資産売却益 4,258 －

投資有価証券売却益 723 2,459

特別利益合計 4,981 14,066

特別損失

固定資産売却損 12,915 －

固定資産除却損 4,353 16

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,118

投資有価証券売却損 1,435 －

投資有価証券評価損 22,127 1,291

特別損失合計 40,832 4,426

税金等調整前四半期純利益 156,949 213,586

法人税、住民税及び事業税 54,297 95,550

法人税等調整額 46,491 2,990

法人税等合計 100,789 98,541

少数株主損益調整前四半期純利益 － 115,045

少数株主利益 6,558 3,131

四半期純利益 49,602 111,914
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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利益 156,949 213,586

減価償却費 158,678 143,967

有価証券売却損益（△は益） 712 △2,459

有価証券評価損益（△は益） 22,127 1,291

投資事業組合運用損益（△は益） 722 △1,081

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,830 △11,607

賞与引当金の増減額（△は減少） 634 △6,354

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,057 13,478

受取利息及び受取配当金 △23,194 △23,217

有形固定資産売却損益（△は益） 8,657 －

有形固定資産除却損 4,339 16

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,118

支払利息 222 222

売上債権の増減額（△は増加） 142,435 △99,114

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,692 △90,375

仕入債務の増減額（△は減少） △211,951 △57,399

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） － △450

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15,647 △15,693

その他の流動負債の増減額（△は減少） △110,539 △3,796

その他の固定負債の増減額（△は減少） 328 △67

小計 138,670 64,064

利息及び配当金の受取額 22,773 23,630

利息の支払額 △222 △222

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 89,291 △191,456

営業活動によるキャッシュ・フロー 250,514 △103,983

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 △328,054 △100,023

定期預金の払戻による収入 － 10,000

有価証券の取得による支出 △26 －

有価証券の売却による収入 50,000 19,516

有形固定資産の取得による支出 △115,648 △122,254

有形固定資産の売却による収入 24,136 －

無形固定資産の取得による支出 △2,500 △5,453

投資有価証券の取得による支出 △155,269 △4,042

投資有価証券の売却による収入 24,981 300,608

貸付けによる支出 △60,890 △7,310

貸付金の回収による収入 6,807 7,836

その他 △11,522 1,309

投資活動によるキャッシュ・フロー △567,985 100,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 100,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 △100,000

自己株式の取得による支出 － △158

少数株主への配当金の支払額 △228 △5,478

配当金の支払額 △41,833 △41,833

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,518 △1,350

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,579 △48,819

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △361,051 △52,615

現金及び現金同等物の期首残高 2,350,846 3,088,146

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,989,794 3,035,530

セキ㈱(7857)　平成23年３月期 第２四半期決算短信

－8－



  

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。 

  

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) 

  

 
(注) １  事業区分の決定にあたっては、製品・商品の種類・性質、製造方法、販売市場などの類似性に基づき、印

刷関連事業、洋紙・板紙販売関連事業、出版・広告代理関連事業、美術館関連事業、カタログ販売関連事業

に区分しております。 

２ 事業の主な製品 

 
  

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) 

   在外子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

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) 

   海外売上高がないため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

【事業の種類別セグメント情報】

印刷関連 
事業

洋紙・板紙 
販売関連 

事業

出版・広告
代理関連 

事業

美術館
関連事業

カタログ
販売関連 

事業
計

消去 
又は全社

連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高

(1)外部顧客に対する 
売上高     4,141,473 781,823 724,773 2,754 768,740 6,419,565 ― 6,419,565

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 279,973 696,904 17,014 ― 500 994,392 (994,392) ―

計 4,421,446 1,478,727 741,788 2,754 769,240 7,413,957 (994,392) 6,419,565
営業利益又は 
営業損失(△) 128,198 36,494 △ 31,248 △ 16,951 18,936 135,429 121 135,550

セグメント区分 主要製品名・事業内容

印刷関連事業 出版印刷物、商業印刷物、紙器加工品、新聞印刷

洋紙・板紙販売関連事業 洋紙、板紙

出版・広告代理関連事業 書籍、雑誌、広告代理業

美術館関連事業 美術館の運営ほか

カタログ販売関連事業 カタログによる地域特産品・オフィス関連用品等の販売

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(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、製商品・サービス別の事業部及び子会社を置き、それぞれが取り扱う製商品・サー

ビスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社は事業部及び子会社を基礎とした製商品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「印刷関連事業」「洋紙・板紙販売関連事業」「出版・広告代理関連事業」「美術館関連事業」

「カタログ販売関連事業」の５つを報告セグメントとしております。 

「印刷関連事業」は、当社が出版印刷物、商業印刷物、紙器加工品の製造販売(農協関係の得意先につ

いてはコープ印刷㈱が窓口)を行うほか、メディアプレス瀬戸内㈱が新聞印刷を受託しております。

「洋紙・板紙販売関連事業」は、当社が洋紙・板紙を販売しております。「出版・広告代理関連事業」

は、㈱エス・ピー・シーが書籍、雑誌の出版と広告代理業を行っております。「美術館関連事業」は、

当社が美術館を設置し、関興産㈱が美術館の運営を行っております。「カタログ販売関連事業」は、当

社及び㈲こづつみ倶楽部がカタログによるオフィス関連用品や地域特産品等を販売しております。 

  

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) 

 

 
  

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

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：千円)

報告セグメント

合計

印刷関連事業
洋紙・板紙
販売関連事業

出版・広告代
理関連事業

美術館
関連事業

カタログ 
販売関連事業

売上高

  外部顧客への売上高 4,259,284 895,403 703,932 1,351 622,524 6,482,496

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

269,376 671,771 12,943 ― ― 954,092

計 4,528,661 1,567,174 716,876 1,351 622,524 7,436,588

セグメント利益又は損失(△) 136,435 33,871 △ 21,849 △ 16,413 10,754 142,798
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該当事項はありません。 

  

  

  

 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。 

  

  

  

  

  

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：千円)

利益 金額

報告セグメント計 142,798

セグメント間取引消去 △921

四半期連結損益計算書の営業利益 141,877

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(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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