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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12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3月期第3四半期 1,013 △2.7 116 △10.1 119 △7.5 62 △1.2

22年3月期第3四半期 1,041 ― 129 ― 129 ― 62 ―

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3四半期 30.52 ―

22年3月期第3四半期 29.35 ―

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3四半期 2,337 1,808 77.4 888.33
22年3月期 2,358 1,784 75.6 876.33

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,808百万円 22年3月期  1,784百万円

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）

7.00 14.00

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 1,450 1.0 198 0.6 198 0.7 115 9.8 56.49



(1) 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） 

 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おりません。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「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3Q  2,143,000株 22年3月期  2,143,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  107,179株 22年3月期  107,100株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  2,035,865株 22年3月期3Q  2,143,000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おりません。 

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期におけるわが国経済は、経済対策の効果等により、景気指標の一部に持ち直しの兆しが見えるも 

 のの、依然として円高やデフレの進行、深刻な雇用情勢等への不安が残り、景気の回復は力強さを欠いたまま推

 移いたしました。 

  このような状況下において当社は総力を挙げてお客様のニーズに合った製品作りに注力するとともに、原価管

 理体制を強化し、販売価格の競争力を高めるよう努めてまいりました。さらに、印刷関連の販売代理店はもとよ

 り、印刷関連以外のＩＴベンダーやシステムインテグラー等カードに係わる新規販売代理店の開拓に営業活動を

 推進いたしました。しかしながら、印刷業界におきましては、ＩＴ技術の進展による印刷需要の減少や景気減速

 に伴う広告費の抑制などにより競争が激化し、受注単価の下落が続いており、経営環境は厳しい状況で推移いた

 しました。 

  これらの結果、当第３四半期（９ヶ月）の業績は、売上高が1,013,280千円と28,024千円（前年同期比2.7% 

  減）の減収となり、営業利益では116,207千円と13,105千円（前年同期比10.1%減）、経常利益では119,607千円 

  と9,646千円（前年同期比7.5%減）、四半期純利益では62,136千円と759千円（前年同期比1.2%減）の減益となり

 ました。 

  

（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３四半期末の流動資産は、受取手形及び売掛金が16,684千円減少しましたが、現金及び預金が55,542千

  円増加したこと等により、前事業年度末に比べて47,747千円増加し1,069,787千円となりました。固定資産 

  は、投資有価証券が6,436千円増加しましたが、建物が17,917千円、機械及び装置が44,778千円、のれんが 

  23,915千円減少したこと等により、前事業年度末に比べて68,765千円減少し1,267,587千円となりました。こ 

  の結果、資産は前事業年度末に比べて21,018千円減少し2,337,374千円となりました。 

     当第３四半期末の流動負債は、支払手形及び買掛金が21,861千円、１年内返済予定の長期借入金が23,012千

  円、賞与引当金が10,800千円減少したこと等により、前事業年度末に比べて77,433千円減少し283,676千円と 

  なりました。固定負債は、長期借入金が20,011千円、退職給付引当金が6,434千円増加したこと等により、前 

  事業年度末に比べて32,049千円増加し245,222千円となりました。この結果、負債は前事業年度末に比べて 

  45,383千円減少し528,898千円となりました。 

   当第３四半期末の純資産は、四半期純利益を62,136千円確保できたこと等により、前事業年度末に比べて 

  24,365千円増加し1,808,476千円となりました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

   当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は税引前四半期純利益が103,859千 

  円確保でき、当第３四半期末には559,107千円となりました。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   当第３四半期において、営業活動による資金の増加は、172,480千円（前年同期比44.1%増）となりました。

  これは主に、法人税等の支払額が減少したためであります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   当第３四半期において、投資活動による資金の減少は、74,028千円（前年同期比53.8%減）となりました。 

  これは主に、投資有価証券の取得による支出が減少したためであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   当第３四半期において、財務活動による資金の減少は、31,909千円（前年同期比70.0%減）となりました。 

  これは主に、長期借入れによる収入があったためであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月13日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理  

  税金費用については、当第３四半期を含む事業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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額

 は法人税等に含めて表示しております。 

  

（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。 

  なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

  

２．その他の情報
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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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 559,107 503,565

受取手形及び売掛金 394,877 411,562

商品及び製品 104 191

仕掛品 36,093 36,237

原材料及び貯蔵品 66,768 57,518

繰延税金資産 10,839 10,839

その他 5,195 5,459

貸倒引当金 △3,198 △3,333

流動資産合計 1,069,787 1,022,039

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,035,115 1,035,115

減価償却累計額 △652,998 △635,080

建物（純額） 382,117 400,035

機械及び装置 864,700 862,935

減価償却累計額 △646,717 △600,175

機械及び装置（純額） 217,982 262,760

土地 292,208 292,208

その他 171,639 168,179

減価償却累計額 △141,045 △143,379

その他（純額） 30,594 24,799

有形固定資産合計 922,903 979,804

無形固定資産   

のれん 15,943 39,859

その他 6,238 5,736

無形固定資産合計 22,182 45,596

投資その他の資産   

投資有価証券 237,922 231,486

繰延税金資産 48,864 48,864

その他 41,245 35,357

貸倒引当金 △5,529 △4,755

投資その他の資産合計 322,502 310,953

固定資産合計 1,267,587 1,336,353

資産合計 2,337,374 2,358,393
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 169,530 191,392

短期借入金 15,000 15,000

1年内返済予定の長期借入金 45,324 68,336

未払法人税等 7,332 14,596

賞与引当金 5,500 16,300

その他 40,988 55,484

流動負債合計 283,676 361,109

固定負債   

長期借入金 111,706 91,695

再評価に係る繰延税金負債 3,161 3,161

退職給付引当金 63,274 56,839

役員退職慰労引当金 65,967 61,476

資産除去債務 1,113 －

固定負債合計 245,222 213,172

負債合計 528,898 574,282

純資産の部   

株主資本   

資本金 323,200 323,200

資本剰余金 100,600 100,600

利益剰余金 1,624,092 1,590,457

自己株式 △42,977 △42,947

株主資本合計 2,004,914 1,971,310

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,909 △13,670

土地再評価差額金 △173,528 △173,528

評価・換算差額等合計 △196,438 △187,199

純資産合計 1,808,476 1,784,111

負債純資産合計 2,337,374 2,358,393
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,041,305 1,013,280

売上原価 656,026 649,884

売上総利益 385,279 363,395

販売費及び一般管理費 255,966 247,188

営業利益 129,312 116,207

営業外収益   

受取利息 1,180 1,938

受取配当金 857 898

受取賃貸料 1,843 1,843

その他 886 2,219

営業外収益合計 4,767 6,900

営業外費用   

支払利息 4,416 3,472

その他 410 27

営業外費用合計 4,827 3,500

経常利益 129,253 119,607

特別利益   

固定資産売却益 － 24

特別利益合計 － 24

特別損失   

固定資産除却損 － 92

投資有価証券評価損 － 14,295

ゴルフ会員権評価損 － 270

抱合せ株式消滅差損 19,614 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,113

特別損失合計 19,614 15,772

税引前四半期純利益 109,638 103,859

法人税等 46,743 41,722

四半期純利益 62,895 62,136
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 330,060 328,171

売上原価 207,547 214,711

売上総利益 122,513 113,460

販売費及び一般管理費 85,245 82,912

営業利益 37,268 30,548

営業外収益   

受取利息 927 665

受取配当金 354 154

受取賃貸料 614 614

その他 487 878

営業外収益合計 2,384 2,312

営業外費用   

支払利息 1,319 1,096

営業外費用合計 1,319 1,096

経常利益 38,333 31,764

特別利益   

固定資産売却益 － 24

特別利益合計 － 24

特別損失   

投資有価証券評価損 － 774

特別損失合計 － 774

税引前四半期純利益 38,333 31,015

法人税等 16,340 12,496

四半期純利益 21,992 18,518
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 109,638 103,859

減価償却費 72,915 73,532

のれん償却額 23,915 23,915

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 19,614 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,702 6,434

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,872 4,490

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,795 639

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,675 △10,800

受取利息及び受取配当金 △2,038 △2,837

支払利息 4,416 3,472

投資有価証券評価損益（△は益） － 14,295

ゴルフ会員権評価損 － 270

固定資産売却損益（△は益） － △24

固定資産除却損 － 92

売上債権の増減額（△は増加） 47,589 15,983

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,412 △9,018

仕入債務の増減額（△は減少） △5,015 △20,621

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,783 7,826

その他 6,378 9,875

小計 258,912 221,388

利息及び配当金の受取額 1,979 2,561

利息の支払額 △3,996 △3,273

法人税等の支払額 △137,231 △48,196

営業活動によるキャッシュ・フロー 119,664 172,480

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 △8,000 △1,000

定期預金の払戻による収入 － 12,000

有形固定資産の取得による支出 △83,621 △48,298

有形固定資産の売却による収入 － 200

ソフトウエアの取得による支出 － △1,853

投資有価証券の取得による支出 △70,880 △30,303

投資有価証券の売却による収入 608 608

貸付けによる支出 △7,800 －

貸付金の回収による収入 14,760 190

保険積立金の積立による支出 △5,564 △5,571

保険積立金の解約による収入 343 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △160,154 △74,028
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 60,000

長期借入金の返済による支出 △76,242 △63,001

自己株式の取得による支出 － △30

配当金の支払額 △30,207 △28,877

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,449 △31,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △146,940 66,542

現金及び現金同等物の期首残高 487,785 492,565

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 103,918 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 444,763 559,107
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 該当事項はありません。  

  

  

 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）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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