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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 9,760 △1.6 496 149.4 461 156.7 240 133.6
22年3月期第2四半期 9,923 △9.8 199 6.5 179 33.9 102 △58.5

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 7.37 ―

22年3月期第2四半期 3.16 ―

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 30,558 16,387 53.3 499.58
22年3月期 33,953 16,872 49.4 514.66

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  16,283百万円 22年3月期  16,776百万円

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 ― 12.00 12.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 12.00 12.00

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 20,570 △1.7 1,140 56.6 1,080 61.0 590 104.2 18.10



(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  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 

（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きの対象外であり、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きは終了しています。 

※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だ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 無

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 33,634,203株 22年3月期  36,634,203株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,039,358株 22年3月期  1,036,529株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 32,595,657株 22年3月期2Q 32,598,272株
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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 

当第 2 四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、個人消費の持ち直しや企業収益の改善など

一部に景気回復の動きが見られたものの、厳しい雇用情勢や円高の進行、デフレ状況の継続等、先

行きの不透明感を拭いきれず、全体としては厳しい状況が続いています。 
印刷業界におきましては、得意先の経費削減による印刷需要の減少、受注競争の激化による単価

下落、出版市場の縮小等、経営環境は依然として厳しい状況が続きました。 

当社はこのような情勢のもと、グループの総力を挙げて組織的な受注活動や企画提案活動の推進

に努める一方、生産の見直しによるコストダウン、品質の向上に取り組みました。 

印刷事業の売上は得意先の広告費抑制があり 91 億 4 百万円、電子部品製造事業の売上は得意先の

生産調整もあり 5億 37 百万円、不動産賃貸事業の売上は 1億 17 百万円となりました。その結果、

当第 2四半期連結累計期間の売上は、97 億 60 百万円（前年同期比 1.6％減）となり、損益面では、

営業利益は 4億 96 百万円（前年同期比 149.4％増）、経常利益は 4億 61 百万円（前年同期比 156.7％

増）、四半期純利益は 2億 40 百万円（前年同期比 133.6％増）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第 2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 33 億 95 百万円減少の 305 億

58 百万円となりました。これは、主に未収入金の減少によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ 29 億 10 百万円減少の 141 億 70 百万円となりました。これ 

は、主に借入金の減少によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 4億 84 百万円減少の 163 億 87 百万円となりました。こ 

れは、主に配当金の支払による利益剰余金の減少及びその他有価証券評価差額金の減少によるもの 

です。 

 

（３）連結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、当第 2四半期までの業績等を勘案して、下記のとおりとします。 

（通期） 

 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 

前回発表予想（Ａ） 20,720 百万円 1,215 百万円 1,155 百万円 670 百万円 20 円 55 銭

今回予想（Ｂ） 20,570 百万円 1,140 百万円 1,080 百万円 590 百万円 18 円 10 銭

増減額（Ｂ－Ａ） △150 百万円 △75 百万円 △75 百万円 △80 百万円 － 
増減率（％） △0.7 △6.2 △6.5 △11.9 － 
（参考）個別業績予想 

（通期） 

 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 

前回発表予想（Ａ） 17,730 百万円 1,100 百万円 1,050 百万円 630 百万円 19 円 33 銭

今回修正予想（Ｂ） 17,600 百万円 1,050 百万円 990 百万円 560 百万円 17 円 18 銭

増減額（Ｂ－Ａ） △130 百万円 △50 百万円 △60 百万円 △70 百万円 － 
増減率（％） △0.7 △4.5 △5.7 △11.1 － 

光村印刷（株）　（7916）　平成23年3月期　第2四半期決算短信

-2-



 

２.その他の情報 

（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 

    簡便な会計処理 

    採用した簡便な会計処理のうち、重要なものはありません。 

    特有の会計処理 

     該当事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

      該当事項はありません。 

 

 (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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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１【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 3,538,769 1,246,793

受取手形及び売掛金 3,455,749 3,364,596

製品 215,643 223,568

仕掛品 456,598 317,570

原材料及び貯蔵品 142,167 155,382

その他 216,918 4,857,367

貸倒引当金 △8,700 △12,036

流動資産合計 8,017,146 10,153,241

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,317,050 9,582,704

機械装置及び運搬具（純額） 2,004,739 2,142,043

土地 2,952,056 2,952,056

リース資産（純額） 4,014,083 4,488,352

その他（純額） 96,645 100,551

有形固定資産合計 18,384,575 19,265,708

無形固定資産 44,815 49,567

投資その他の資産   

投資有価証券 2,951,236 3,527,382

その他 1,271,365 1,218,435

貸倒引当金 △110,864 △260,969

投資その他の資産合計 4,111,737 4,484,847

固定資産合計 22,541,128 23,800,124

資産合計 30,558,274 33,953,366
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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 3,107,899 3,227,923

短期借入金 4,705,780 6,433,069

リース債務 980,187 973,991

未払法人税等 112,226 175,498

賞与引当金 205,257 176,187

その他 593,748 973,367

流動負債合計 9,705,100 11,960,036

固定負債   

長期借入金 － 159,440

リース債務 3,262,525 3,755,175

退職給付引当金 294,964 236,399

役員退職慰労引当金 256,752 256,458

負ののれん 35,576 40,319

その他 615,491 672,712

固定負債合計 4,465,310 5,120,505

負債合計 14,170,410 17,080,541

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,607,886 5,607,886

資本剰余金 4,449,556 4,449,556

利益剰余金 6,948,158 7,098,942

自己株式 △483,702 △482,804

株主資本合計 16,521,898 16,673,580

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △238,035 103,044

評価・換算差額等合計 △238,035 103,044

少数株主持分 104,000 96,199

純資産合計 16,387,864 16,872,824

負債純資産合計 30,558,274 33,953,366
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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 9,923,413 9,760,505

売上原価 8,252,792 7,903,079

売上総利益 1,670,621 1,857,425

販売費及び一般管理費 1,471,599 1,361,055

営業利益 199,021 496,369

営業外収益   

受取利息 653 2,057

受取配当金 33,458 31,517

受取家賃 11,595 8,616

受取保険金 23,150 －

負ののれん償却額 2,371 4,743

持分法による投資利益 2,739 －

その他 16,801 7,308

営業外収益合計 90,771 54,242

営業外費用   

支払利息 67,666 68,298

その他 42,284 20,657

営業外費用合計 109,951 88,956

経常利益 179,841 461,656

特別利益   

固定資産売却益 1,900 －

貸倒引当金戻入額 － 11,561

特別利益合計 1,900 11,561

特別損失   

固定資産除却損 388 －

投資有価証券評価損 － 111,226

特別損失合計 388 111,226

税金等調整前四半期純利益 181,353 361,991

法人税、住民税及び事業税 13,227 98,770

法人税等調整額 60,899 15,031

法人税等合計 74,127 113,801

少数株主損益調整前四半期純利益 － 248,189

少数株主利益 4,325 7,801

四半期純利益 102,900 240,387
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（３）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(４) セグメント情報 

 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） 

報告セグメント  

印刷 電子部品

製 造 

不動産賃貸 計 

 

調整額 

四半期連

結損益計

算書計上

額 

売上高 

 外部顧客への売上  

 高 

 セグメント間の内 

部売上高又は振替  

高 

 

 

9,104,970 

 

 

－ 

537,761

－

117,772

60,976

 

 

9,760,505 

 

 

60,976 

 

 

－ 

 

 

△60,976 

9,760,505

－

計 9,104,970 537,761 178,748 9,821,481 △60,976 9,760,505

セグメント利益又は損

失（△） 

 

471,383 △96,337 121,323

 

496,369 

 

－ 496,369

  

（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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