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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

※当社は、平成21年３月期第３四半期より四半期決算短信の開示を始めたため、平成22年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりま
せん。 

(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3月期第2四半期 4,057 △13.9 33 △79.4 31 △77.5 10 △84.2
22年3月期第2四半期 4,712 ― 163 ― 141 ― 67 ―

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 1.55 ―
22年3月期第2四半期 9.86 ―

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 3,684 1,740 47.2 254.13
22年3月期 3,772 1,790 47.5 261.33

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,740百万円 22年3月期  1,790百万円

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 ― 7.50 7.50
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 7.50 7.50

3.  平成23年3月期の業績予想（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 8,300 △9.9 124 △59.7 114 △58.7 51 △61.1 7.54



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期2Q 6,850,000株 22年3月期  6,850,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 6,850,000株 22年3月期2Q 6,850,000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 
 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）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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ファイル名：第44期2Q決算短信（3.定性的情報）20101109 最終印刷日時：2010/11/09 20:32:00 
 

 

1. 当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間における世界経済は、米国及びユーロ圏では高い失業率をはじめ深刻な状

況にあるものの、新興国の成長に牽引され全体としては緩やかな回復基調となりました。わが国経

済は、設備投資の持ち直しや企業収益の改善等、一部に持ち直しの動きが見られるものの、政策効

果の一巡により個人消費の低迷が懸念されることや、円高・デフレが継続する等、先行き不透明な

状況にあります。 

当社を取り巻く環境は、パッケージ事業では複合的な販売を推進してまいりましたが、デフレの

影響が根強く、低価格帯の製品が売上の多くを占めるといった傾向が継続し、一案件当たりの金額

が下がったことから若干の減少となりました。また、メディアネットワーク事業では中小口案件の

一気通貫サービスの提供に注力したことにより、封入・封緘の取扱通数は緩やかながらも回復基調

となりましたが、大口の得意先を中心に物流費圧縮等の経費削減がさらに大きくなったことから、

物流の取扱通数は激減し、厳しい事業展開を余儀なくされました。 

このような状況の中、引き続き製造コストの改善や販管費の削減に努めてまいりました。加えて、

変化の大きい市場環境へ対応すべく、営業体制及び生産体制等当社の事業構造の効率化に向けた取

り組みを進めてまいりました。 

その結果、当第２四半期累計期間の売上高は4,057百万円（前年同期比13.9％減）、営業利益は33

百万円（前年同期比79.4％減）、経常利益は31百万円（前年同期比77.5％減）、加えて資産除去債

務に関する会計基準の適用に伴う特別損失の発生により四半期純利益は10百万円（前年同期比

84.2％減）となりました。 

セグメントごとの状況は次のとおりであります。 

 

（パッケージ事業） 

パッケージ事業につきましては、企画提案商品の販売や、製品・商品のセット販売までの複合的

な販売に注力してまいりましたが、デフレ傾向が継続したことにより当社のパッケージ製品におい

ても低価格帯の販売が売上の中心となり、一案件当たりの金額が低下したこと、競争の激化により

大口の既存顧客への販売が低調となったことから前年同期を僅かに下回る結果となりました。こう

した中、原材料費等製造コストの改善や営業効率の向上を図ってまいりました。 

この結果、当事業の当第２四半期累計期間の売上高は2,854百万円（前年同期比2.2％減）となり

ました。 

 

（メディアネットワーク事業） 

メディアネットワーク事業につきましては、中小口案件を中心として、開封率アップや煩わしさ

の低減といった提案や一気通貫サービスなど、高付加価値サービスの提供を推進した結果として、

封入・封緘の取扱通数が緩やかな回復基調となりました。しかしながら、カタログ通販会社の中で

も大口得意先による物流費圧縮等の経費削減がこれまで以上に大きく、物流の取扱通数が激減し、

一段と厳しい事業環境となりました。 

この結果、当事業の当第２四半期累計期間の売上高は1,202百万円（前年同期比33.0％減）となり

ました。 
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ファイル名：第44期2Q決算短信（4.定性的情報）後半部分 最終印刷日時：2010/11/09 20:32:00 
 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末の総資産は3,684百万円となり、前事業年度末に比べ87百万円減少し

ました。これは主に受取手形及び売掛金が増加したものの、現金及び預金が減少したこと等によ

るものであります。 

当第２四半期会計期間末の負債は1,943百万円となり、前事業年度末に比べ38百万円減少しま

した。これは主に支払手形及び買掛金ならびに長期借入金の減少等によるものであります。 

当第２四半期会計期間末における純資産は1,740百万円となり、前事業年度末に比べ49百万円

減少しました。これは主に利益剰余金の減少等によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ160百万円減少し、

345百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は88百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益を23百

万円獲得したものの、売上債権の増加額100百万円及び法人税等の支払額44百万円等があったこ

と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５百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による

支出９百万円等があったこと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66百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支

出額45百万円及び配当金の支払額50百万円等があったことによるものであります。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成22年10月29日に開示いたしました「業績予想の修正に関

するお知らせ」でご報告いたしました通り、平成22年５月13日に公表いたしました予想を修正し、

売上高は8,300百万円、営業利益は124百万円、経常利益は114百万円、当期純利益は51百万円を

予想しております。 
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ファイル名：第44期2Q決算短信（4.定性的情報）後半部分 最終印刷日時：2010/11/09 20:32:00 
 

 

2. その他の情報 

(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 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

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、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ840千円減少し、税

引前四半期純利益は、9,104千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始により、投

資その他の資産の「その他」が9,104千円減少しております。 

 

(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。 
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 405,238 562,365

受取手形及び売掛金 1,539,629 1,411,359

製品 172,909 182,024

仕掛品 75,269 81,679

原材料 15,637 16,636

その他 312,776 323,833

貸倒引当金 △16,894 △12,668

流動資産合計 2,504,567 2,565,230

固定資産   

有形固定資産   

土地 599,420 599,420

その他（純額） 206,361 218,032

有形固定資産合計 805,781 817,453

無形固定資産 41,773 48,902

投資その他の資産   

その他 380,081 392,648

貸倒引当金 △47,693 △52,067

投資その他の資産合計 332,388 340,580

固定資産合計 1,179,944 1,206,936

資産合計 3,684,511 3,772,167

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,136,579 1,157,226

短期借入金 240,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 90,000 90,000

未払法人税等 27,902 47,459

未払消費税等 12,001 9,287

賞与引当金 81,487 77,203

その他 104,340 107,748

流動負債合計 1,692,311 1,688,925

固定負債   

長期借入金 67,500 112,500

退職給付引当金 11,418 －

役員退職慰労引当金 124,844 121,237

その他 47,680 59,426

固定負債合計 251,442 293,164

負債合計 1,943,754 1,982,089
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 229,400 229,400

資本剰余金 146,800 146,800

利益剰余金 1,377,888 1,418,618

株主資本合計 1,754,088 1,794,818

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,331 △4,741

評価・換算差額等合計 △13,331 △4,741

純資産合計 1,740,757 1,790,077

負債純資産合計 3,684,511 3,772,167
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(2) 四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(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 4,712,961 4,057,071

売上原価 3,967,924 3,397,306

売上総利益 745,036 659,765

販売費及び一般管理費 581,912 626,099

営業利益 163,124 33,665

営業外収益   

受取利息 803 665

受取配当金 1,349 1,547

保険解約返戻金 － 3,200

その他 283 108

営業外収益合計 2,436 5,521

営業外費用   

支払利息 3,263 2,204

手形売却損 5,475 3,443

支払手数料 13,500 1,000

その他 1,711 696

営業外費用合計 23,950 7,345

経常利益 141,610 31,842

特別損失   

固定資産除却損 10,122 －

リース解約損 11,950 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,263

特別損失合計 22,072 8,263

税引前四半期純利益 119,537 23,578

法人税、住民税及び事業税 30,058 24,980

法人税等調整額 21,939 △12,047

法人税等合計 51,998 12,933

四半期純利益 67,539 10,645
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【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,239,431 1,982,667

売上原価 1,871,181 1,663,099

売上総利益 368,249 319,568

販売費及び一般管理費 301,887 294,592

営業利益 66,362 24,975

営業外収益   

受取利息 409 334

受取配当金 74 467

保険解約返戻金 － 3,200

その他 109 42

営業外収益合計 593 4,044

営業外費用   

支払利息 1,617 1,089

手形売却損 3,263 1,647

支払手数料 13,500 500

貸倒引当金繰入額 73 45

その他 1,631 171

営業外費用合計 20,087 3,453

経常利益 46,868 25,566

特別損失   

固定資産除却損 9,960 －

リース解約損 11,950 －

特別損失合計 21,910 －

税引前四半期純利益 24,957 25,566

法人税、住民税及び事業税 28,899 24,383

法人税等調整額 △17,173 △12,336

法人税等合計 11,725 12,046

四半期純利益 13,232 13,520
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 119,537 23,578

減価償却費 24,193 29,178

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,950 △149

賞与引当金の増減額（△は減少） 49 4,283

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,532 11,494

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,631 3,606

受取利息及び受取配当金 △2,153 △2,212

支払利息 3,263 2,204

固定資産除却損 9,201 －

売上債権の増減額（△は増加） 116,356 △100,436

たな卸資産の増減額（△は増加） 33,285 16,524

仕入債務の増減額（△は減少） △68,268 △26,799

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,725 2,714

その他 △23,476 △7,352

小計 184,049 △43,366

利息及び配当金の受取額 2,053 2,165

利息の支払額 △3,325 △2,413

法人税等の支払額 △146,951 △44,410

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,825 △88,024

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 △3,000 △3,000

有形固定資産の取得による支出 △18,562 △9,369

無形固定資産の取得による支出 △250 －

投資有価証券の取得による支出 △787 △822

貸付金の回収による収入 3,040 1,991

差入保証金の差入による支出 △20,511 －

建設協力金の回収による収入 6,000 6,000

その他 2,157 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,914 △5,200

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 30,000 40,000

長期借入金の返済による支出 △45,000 △45,000

リース債務の返済による支出 △7,410 △11,324

配当金の支払額 △50,897 △50,577

財務活動によるキャッシュ・フロー △73,307 △66,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △69,396 △160,127

現金及び現金同等物の期首残高 485,228 505,443

現金及び現金同等物の四半期末残高 415,832 345,316
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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