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1.  平成23年4月期第2四半期の業績（平成22年5月1日～平成22年10月31日） 

 

(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4月期第2四半期 784 3.1 △535 ― △519 ― △579 ―

22年4月期第2四半期 761 △7.1 △558 ― △551 ― △581 ―

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4月期第2四半期 △153.26 ―

22年4月期第2四半期 △153.84 ―

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4月期第2四半期 3,769 3,099 82.2 820.25
22年4月期 4,623 3,755 81.2 993.54

（参考） 自己資本   23年4月期第2四半期  3,099百万円 22年4月期  3,755百万円

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4月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

23年4月期 ― 0.00

23年4月期 
（予想）

― 10.00 10.00

3.  平成23年4月期の業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30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 2,850 3.6 △120 ― △100 ― △160 ― △42.33



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「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4月期2Q 3,813,000株 22年4月期  3,813,000株

② 期末自己株式数 23年4月期2Q  33,776株 22年4月期  32,798株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期2Q 3,779,480株 22年4月期2Q 3,780,202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 
業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断に基づくものであり、今後の経済情勢、事業運営におけるさまざまな状況変化によっ
て、実際の業績は見通しと異なる場合があります。なお、予想の前提条件その他関連する事項については、添付資料の2ページを参照して下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第2四半期累計期間（平成22年5月1日～10月31日）の経済情勢は、9月の景気一致指数が1年半ぶりに低下する

など、世界経済の減速や円高、補助金政策の終了が響き、輸出、生産、個人消費等の勢いが鈍ったことを反映し

て、景気は足踏み状態に入っていると実感せざるを得ない状況にありました。また、当印刷業界を取り巻く環境は

厳しく出版不況や宣伝用印刷物の減少で市場の縮小が続いておりました。  

 このような経営環境の下、当社の当第2四半期累計期間における業績は次のとおりとなりました。学校アルバム

部門の売上高は引き続き少子化の影響もあり前年同期間比0.6％減の415百万円となり、一般商業印刷部門の売上高

は前年同期間比7.5％増の368百万円となりまして、全売上高は前年同期間比3.1％増の784百万円となりました。 

 また、損益面におきましては、営業損失535百万円（前年同期間比23百万円損失減）、経常損失519百万円（前年

同期間比32百万円損失減）、四半期純損失579百万円（前年同期間比2百万円損失減）となりました。 

（季節変動について） 

 当社の年間売上高のおよそ70％を占める学校アルバム部門は卒業時期の2月、3月に売上が集中いたしますので、

この第2四半期累計期間の売上高は年間売上高の2分の1前後にはなりませんし、損益につきましても固定費等の発

生が先行いたしますので、第2四半期累計期間においては、現在のところ損失となることが避けられず、上記のよ

うな損益状況となります。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第2四半期末における財政状態につきましては、総資産が3,769百万円と前事業年度末に比べ854百万円減少と

なっておりますが、これは主として上記売上高の季節変動に起因する現預金等の減少649百万円等によるものであ

り、例年に比べ大きな変化はありません。 

 また、純資産は3,099百万円と前事業年度末に比べ655百万円減少しておりますが、これも同じく売上高の季節変

動による当第2四半期累計期間純損失579百万円等によるものであります。 

  

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 通期の見通しにつきましては、概ね予想どおり推移しており、平成22年6月9日発表「平成22年4月期決算短信

（非連結）」の業績予想から変更はありません。  

  

  

（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 

 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、営業損失、経常損失はそれぞれ、730千円増大しており、税引前四半期純損失は13,524千円

増大しております。  

  

（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。  

  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



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10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 988,885 1,637,957

受取手形及び売掛金 257,521 420,908

商品及び製品 294 1,782

仕掛品 61,576 66,963

原材料及び貯蔵品 24,141 29,033

その他 20,470 22,712

貸倒引当金 △24,500 △22,000

流動資産合計 1,328,390 2,157,359

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 790,904 757,361

土地 929,190 929,190

その他（純額） 367,728 370,213

有形固定資産合計 2,087,822 2,056,765

無形固定資産 21,984 17,937

投資その他の資産   

その他 339,994 404,745

貸倒引当金 △9,000 △13,000

投資その他の資産合計 330,994 391,745

固定資産合計 2,440,801 2,466,447

資産合計 3,769,192 4,623,806

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 121,847 253,231

未払法人税等 10,221 18,631

賞与引当金 93,000 93,000

その他 140,897 215,230

流動負債合計 365,966 580,093

固定負債   

退職給付引当金 121,212 118,709

役員退職慰労引当金 162,326 159,179

資産除去債務 17,446 －

その他 2,326 10,039

固定負債合計 303,311 287,928

負債合計 669,278 868,021



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 929,890 929,890

資本剰余金 1,691,419 1,691,419

利益剰余金 534,156 1,151,189

自己株式 △15,958 △15,728

株主資本合計 3,139,508 3,756,771

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △39,594 △985

評価・換算差額等合計 △39,594 △985

純資産合計 3,099,913 3,755,785

負債純資産合計 3,769,192 4,623,806



（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５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 761,111 784,426

売上原価 1,023,044 1,033,587

売上総損失（△） △261,933 △249,161

販売費及び一般管理費 296,910 286,198

営業損失（△） △558,844 △535,360

営業外収益   

受取利息 2,131 2,491

受取配当金 2,217 2,319

その他 2,815 11,090

営業外収益合計 7,164 15,901

経常損失（△） △551,680 △519,459

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 42,840 1,600

貸倒引当金戻入額 － 1,500

保険解約返戻金 32,801 －

特別利益合計 75,641 3,100

特別損失   

投資有価証券評価損 13,877 －

役員退職慰労金 66,960 1,600

固定資産除却損 24,664 48,477

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,794

特別損失合計 105,501 62,871

税引前四半期純損失（△） △581,540 △579,231

四半期純損失（△） △581,540 △579,231



（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８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 237,563 250,707

売上原価 449,858 452,603

売上総損失（△） △212,294 △201,896

販売費及び一般管理費 143,936 141,407

営業損失（△） △356,231 △343,303

営業外収益   

受取利息 1,024 1,220

受取配当金 180 200

その他 1,924 2,019

営業外収益合計 3,128 3,439

経常損失（△） △353,103 △339,864

特別損失   

固定資産除却損 8,358 2,481

特別損失合計 8,358 2,481

税引前四半期純損失（△） △361,462 △342,345

四半期純損失（△） △361,462 △342,345



（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５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △581,540 △579,231

減価償却費 136,693 123,487

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,864 2,502

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38,455 3,147

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,300 △1,500

受取利息及び受取配当金 △4,348 △4,810

投資有価証券評価損益（△は益） 13,877 －

固定資産除却損 24,664 48,477

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,794

売上債権の増減額（△は増加） 145,890 167,393

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,404 11,768

仕入債務の増減額（△は減少） △53,446 △131,383

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,175 △54,281

その他 △76,323 △18,692

小計 △457,595 △420,327

利息及び配当金の受取額 4,955 5,173

法人税等の支払額 △7,575 △8,409

営業活動によるキャッシュ・フロー △460,214 △423,564

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 △100,000 △300,000

定期預金の払戻による収入 300,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △306,026 △191,627

無形固定資産の取得による支出 △472 △6,480

投資有価証券の取得による支出 △1,200 △1,201

その他 84,877 11,898

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,822 △387,411

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △229

配当金の支払額 △37,671 △37,866

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,671 △38,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △520,708 △849,071

現金及び現金同等物の期首残高 1,287,639 1,337,957

現金及び現金同等物の四半期末残高 766,931 488,885



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

（１）部門別売上高並びに受注高及び受注残高 

①部門別売上高  

  

  ②部門別受注高及び受注残高  

  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

   期別 

  

  

区分 

前第2四半期累計期間 

(自 平成21年5月1日 

至 平成21年10月31日） 

当第2四半期累計期間 

(自 平成22年5月1日 

至 平成22年10月31日) 

  

増減金額 

  

  

増減率 

  

前事業年度 

(自 平成21年5月1日 

至 平成22年4月30日） 

金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

学校アルバム 418,371 55.0 415,837 53.0 △2,533 △0.6 1,992,124 72.4

一般商業印刷 342,740 45.0 368,588 47.0 25,848 7.5 759,320 27.6

計 761,111 100.0 784,426 100.0 23,314 3.1 2,751,444 100.0

      期別 

  

  

区分 

前第2四半期累計期間 

（自 平成21年5月1日 

至 平成21年10月31日） 

当第2四半期累計期間 

（自 平成22年5月1日 

至 平成22年10月31日) 

前事業年度 

（自 平成21年5月1日 

至 平成22年4月30日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

              

学校アルバム 698,405 494,388 633,838 433,808 1,993,577 215,807

一般商業印刷 342,894 19,304 374,246 23,517 758,029 17,859

計 1,041,299 513,692 1,008,085 457,325 2,751,606 233,666
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