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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 16,339 △7.1 188 ― 184 ― 28 ―
22年3月期第2四半期 17,579 △13.2 △68 ― △105 ― △167 ―

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 3.46 ―
22年3月期第2四半期 △20.54 ―

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 29,309 13,488 45.7 1,646.53
22年3月期 29,810 13,574 45.2 1,658.01

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  13,395百万円 22年3月期  13,488百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
23年3月期 ― 7.00
23年3月期 

（予想） ― 8.00 15.00

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 33,000 △6.4 400 ― 380 675.5 200 ― 24.58



(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ますが、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きは終了しております。 

※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）P.2「（３）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.3「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 8,781,000株 22年3月期  8,781,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  645,373株 22年3月期  645,373株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 8,135,627株 22年3月期2Q 8,135,627株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、新興国経済の活況と政府の景気刺激策等により、企業収益に

改善傾向が見られたものの、円高の進行などにより先行きの業績不安感が強まっているほか、デフレや雇用情勢の

低迷が続くなど先行きの不安感は強く、本格的な景気回復には至らない状況で推移いたしました。  

 印刷業界においても、紙媒体のデジタル化に伴う印刷市場の縮小や、同業者間の激しい受注競争が続くほか、お

客様の広告宣伝費の抑制が続き印刷需要が回復せず、厳しい状況が続いております。  

 このような環境のもと、当社グループは、お客様の広告宣伝や販売促進、あるいは広報やＩＲなどさまざまなコ

ミュニケーション・ニーズに対して、適切な解決策をご提供するソリューション活動を展開して一層の市場開拓、

市場深耕を進めてまいりました。また固定費の削減、外注費の削減に取り組むとともに生産性の向上に取り組み、

コスト競争力の強化を進め受注拡大を図ってまいりました。  

 こうした取り組みの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は163億39百万円（前年同期比7.1％減）となりま

した。その一方で従前より取り組んでまいりましたコストダウン活動によって製造固定費、販売管理費等の削減を

行ったことにより、営業利益は１億88百万円（前年同期は68百万円の営業損失）、経常利益は１億84百万円（前年

同期は１億５百万円の経常損失）、四半期純利益は28百万円（前年同期は１億67百万円の四半期純損失）となりま

した。  

  

 セグメント別の状況につきましては、以下のとおりです。  

①印刷セグメント  

 新規顧客の開拓、ソリューション提案による市場深耕を進めているものの、お客様のコスト削減活動の強化に伴

う印刷量の減少分や受注単価の低迷による売上高の減少分をカバーすることができず、印刷セグメントの売上高は

105億64百万円（前年同期比9.2％減）となりました。営業利益は、製造固定費、販売管理費の削減が進んだことに

より、94百万円（前年同期は１億27百万円の営業損失）となりました。  

②物販セグメント  

 販売先である印刷業界の継続的な業績不振の影響により印刷関連機材類の販売は回復に至らず、物販セグメント

の売上高は61億10百万円（前年同期比4.5％減）となりました。一方、販管費の削減、粗利の改善に取り組んだこ

となどにより、営業利益は70百万円（前年同期比84.0％増）となりました。 

  

（２）連結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２四半期末の資産合計は、現金及び預金の増加などに対し受取手形及び売掛金の減少などの減少要因が大きか

ったため、前連結会計年度末に比べ５億円減少して293億９百万円となりました。負債合計は、資産除去債務の計

上による増加などに対し支払手形及び買掛金の減少などがあったため、前連結会計年度末に比べ４億14百万円減少

して158億20百万円となりました。純資産合計は、85百万円減少して134億88百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少９億51百万円などにより11億11百万円の収入（前年同期

は９億46百万円の収入）となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出１億24百万円などにより、１億23百万円の支

出（前年同期は28百万円の支出）となりました。  

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金と短期借入金を合わせての純減少２億54百万円、配当金の支払

56百万円などにより、３億50百万円の支出（前年同期は４億６百万円の支出）となりました。  

 これらの結果、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６億36百万円増加し、

36億88百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年11月５日発表の数値を修正しておりません。  

 なお、業績見通しは、現在入手可能な情報と、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいてお

り、実際の業績は、今後のさまざまな要因によって変動する場合があります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率は、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が無いと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出方法に関しては、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出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も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 税金費用 

税金費用については、当連結会計年度の税引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、税引前当期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「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。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

② 「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、売上総利益、営業利益、経常利益が各々４百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が22百万円

減少しております。 

  

（４）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。 

  

  

２．その他の情報
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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 4,112,311 3,668,828

受取手形及び売掛金 8,583,022 9,550,912

商品及び製品 781,175 791,969

仕掛品 401,121 285,953

原材料及び貯蔵品 132,745 116,141

繰延税金資産 426,485 426,485

その他 390,236 460,141

貸倒引当金 △200,032 △211,940

流動資産合計 14,627,065 15,088,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,565,223 4,573,344

機械装置及び運搬具（純額） 916,268 1,028,074

土地 5,482,065 5,481,031

リース資産（純額） 308,727 301,108

その他（純額） 154,416 159,418

有形固定資産合計 11,426,701 11,542,976

無形固定資産 264,399 284,250

投資その他の資産   

投資有価証券 1,175,484 1,315,177

繰延税金資産 786,138 745,558

その他 1,796,982 1,614,804

貸倒引当金 △767,454 △781,132

投資その他の資産合計 2,991,151 2,894,408

固定資産合計 14,682,251 14,721,636

資産合計 29,309,317 29,810,128
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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 6,441,972 6,626,310

短期借入金 1,844,000 2,096,350

1年内返済予定の長期借入金 1,164,522 1,050,477

リース債務 80,581 71,976

未払法人税等 95,848 9,364

賞与引当金 373,572 376,092

その他の引当金 14,604 11,800

その他 685,362 1,002,067

流動負債合計 10,700,463 11,244,438

固定負債   

長期借入金 2,453,633 2,569,427

リース債務 260,784 258,817

長期未払金 420,619 328,973

退職給付引当金 1,756,821 1,766,641

資産除去債務 166,634 －

その他 61,833 67,356

固定負債合計 5,120,326 4,991,215

負債合計 15,820,789 16,235,653

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,937,920 1,937,920

資本剰余金 1,793,446 1,793,446

利益剰余金 10,063,442 10,092,211

自己株式 △497,086 △497,086

株主資本合計 13,297,723 13,326,492

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 97,898 162,470

評価・換算差額等合計 97,898 162,470

少数株主持分 92,906 85,511

純資産合計 13,488,527 13,574,474

負債純資産合計 29,309,317 29,810,128

-5-

竹田印刷㈱（7875）平成23年３月期　第２四半期決算短信



（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 17,579,310 16,339,369

売上原価 14,665,225 13,372,719

売上総利益 2,914,085 2,966,650

割賦販売未実現利益戻入額 16,834 3,180

割賦販売未実現利益繰入額 9,145 －

差引売上総利益 2,921,773 2,969,830

販売費及び一般管理費 2,990,048 2,780,855

営業利益又は営業損失（△） △68,275 188,974

営業外収益   

受取配当金 9,736 11,111

受取賃貸料 13,504 8,557

受取保険金 － 16,732

その他 20,396 21,553

営業外収益合計 43,637 57,955

営業外費用   

支払利息 55,890 47,768

その他 24,763 14,796

営業外費用合計 80,654 62,565

経常利益又は経常損失（△） △105,291 184,365

特別利益   

固定資産売却益 1,075 1,421

投資有価証券売却益 1,181 －

貸倒引当金戻入額 27,142 16,594

その他 829 2,700

特別利益合計 30,229 20,716

特別損失   

固定資産処分損 3,565 24,028

投資有価証券評価損 － 21,226

退職給付費用 73,238 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17,624

その他 11,399 17,668

特別損失合計 88,204 80,548

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（△）

△163,266 124,533

法人税等 △5,521 88,658

少数株主損益調整前四半期純利益 － 35,874

少数株主利益 9,380 7,694

四半期純利益又は四半期純損失（△） △167,124 28,180
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△163,266 124,533

減価償却費 434,126 406,066

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17,624

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63,332 487

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,343 △2,520

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84,786 △9,820

受取利息及び受取配当金 △14,504 △15,035

支払利息 55,890 47,768

為替差損益（△は益） 159 700

投資有価証券評価損益（△は益） 10,339 21,226

投資有価証券売却損益（△は益） △1,181 6,019

固定資産売却損益（△は益） 2,490 22,607

売上債権の増減額（△は増加） 1,500,201 951,108

たな卸資産の増減額（△は増加） 19,035 △135,642

仕入債務の増減額（△は減少） △992,666 △184,338

未払消費税等の増減額（△は減少） △107,778 22,457

その他 115,288 △210,387

小計 1,008,597 1,062,854

利息及び配当金の受取額 14,391 14,922

利息の支払額 △54,767 △47,768

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △21,778 81,315

営業活動によるキャッシュ・フロー 946,443 1,111,323

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 △12,902 △212,884

定期預金の払戻による収入 146,000 200,000

固定資産の取得による支出 △166,719 △124,722

固定資産の売却による収入 4,262 7,123

投資有価証券の取得による支出 △5,390 △4,403

投資有価証券の売却による収入 3,227 9,407

関係会社株式の取得による支出 － △10,500

長期貸付けによる支出 △600 △8,300

貸付金の回収による収入 5,127 4,910

その他 △1,085 15,571

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,080 △123,798

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） 52,870 △252,350

リース債務の返済による支出 △23,839 △38,877

長期借入れによる収入 150,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △536,506 △451,749

配当金の支払額 △48,813 △56,949

少数株主への配当金の支払額 △570 △300

財務活動によるキャッシュ・フロー △406,859 △350,225

現金及び現金同等物に係る換算差額 △159 △700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 511,343 636,598

現金及び現金同等物の期首残高 2,677,703 3,051,717

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,189,047 3,688,315
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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】  

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

（注）１ 事業区分は、製商品の種類・性質の類似性に基づき、印刷と物販に区分しております。 

２ 各事業の主な事業内容 

① 印刷・・・商業印刷・出版印刷・一般印刷・包装その他特殊印刷・企画制作 

② 物販・・・印刷機器・資材及び雑貨の販売 

  

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 事業区分は、製商品の種類・性質の類似性に基づき、印刷と物販に区分しております。 

２ 各事業の主な事業内容 

① 印刷・・・商業印刷・出版印刷・一般印刷・包装その他特殊印刷・企画制作 

② 物販・・・印刷機器・資材及び雑貨の販売 

  

【所在地別セグメント情報】  

  

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

 在外連結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） 

 在外連結子会社及び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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

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） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
印刷 

（千円） 
物販 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  5,610,237  3,257,412  8,867,650  －  8,867,650

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 1,574  226,108  227,682 ( )227,682  －

計  5,611,811  3,483,521  9,095,333 ( )227,682  8,867,650

営業利益又は営業損失（△）  △116,600  94,732  △21,867  15,750  △6,117

  
印刷 

（千円） 
物販 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  11,625,409  5,953,900  17,579,310  －  17,579,310

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 3,699  442,896  446,595 ( )446,595  －

計  11,629,108  6,396,797  18,025,905 ( )446,595  17,579,310

営業利益又は営業損失（△）  △127,419  38,243  △89,175  20,900  △68,275
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【セグメント情報】 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループ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諸表が入手可能であ

り、 高意思決定機関である取締役会が、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、並びに印刷機材・印刷資材の仕入・販売を主な事業の内容としていることか

ら、「印刷」、「物販」の２つを報告セグメントとしております。  

 各報告セグメントの主要な製品・商品は、「印刷」セグメントは商業印刷物・出版印刷物・一般印刷物・

包装その他の特殊印刷物及び印刷物の企画制作であり、「物販」セグメントは印刷機材・印刷資材及び雑貨

であります。  

  

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 

  

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) 

(単位；千円) 

(注) １ セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去が含まれております。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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

(注) １ セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去が含まれております。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  報告セグメント 

計 
調整額 
（注）１ 

  

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注）２   印刷 物販 

  売上高           

 (1) 外部顧客への 
   売上高 

10,561,748 5,777,621 16,339,369 ― 16,339,369

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

2,790 332,514 335,305 ( )335,305 ―

計 10,564,538 6,110,136 16,674,675 ( )335,305 16,339,369

 セグメント利益 94,739 70,375 165,114 23,860 188,974

  報告セグメント 

計 
調整額 
（注）１ 

  

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注）２   印刷 物販 

  売上高 

 (1) 外部顧客への 
   売上高 

5,265,533 3,264,912 8,530,446 ― 8,530,446

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

1,171 166,420 167,592 ( )167,592 ―

計 5,266,705 3,431,333 8,698,038 ( )167,592 8,530,446

 セグメント利益 6,423 70,513 76,936 14,124 91,060

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

-9-

竹田印刷㈱（7875）平成23年３月期　第２四半期決算短信




