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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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３四半期 2,480 △20.3 1 ─ 9 ─ 29 ─

22年３月期第３四半期 3,114 △12.0 △73 ─ △76 ─ △117 ─

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 5 70 ─

22年３月期第３四半期 △22 70 ─

 (2) 連結財政状態

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 5,024 4,018 80.0 791 97

22年３月期 5,453 4,099 75.2 798 70

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 4,018百万円  22年３月期 4,099百万円

2. 配当の状況

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 50 ─ 7 50 15 00

 23年３月期 ─ 7 50 ─

23年３月期(予想) 7 50 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)

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 3,239 △17.6 5 ─ 26 ─ 39 ─ 7 69



  

 
  

 
(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。 

 
(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。 

 
  

  

  

※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、四半期連結財務諸表に対する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。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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 5,722,500株 22年３月期 5,722,500株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 648,819株 22年３月期 589,679株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 5,107,622株 22年３月期３Ｑ 5,188,390株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な新興国需要による下支えはあったものの、

政府の景気刺激策の駆け込み需要の反動による個人消費の落ち込みや円高の影響による輸出の減速など

により、企業業績は緩やかな回復をみせるものの依然として景気は足踏み状態となっております。  

 当社グループが属する特殊印刷業界におきましても、国内の生産量は底打ち感があるものの、機械設

備に対する投資意欲は慎重であります。一方、海外市場、特に中国市場では、更に様々な製品において

特殊印刷の用途が広がってきており、その需要は拡大してきております。しかし、これまで主要市場で

あったノートパソコン市場での転写フィルムの需要の落ち込みが大きく、厳しい経営環境が続いており

ます。 

 このような状況の中、関連資材の販売を中心に積極的な営業活動に注力しつつ、引き続き原価低減や

固定費の圧縮を行い、経営体質の改善強化に努めてまいりました。  

 しかしながら、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期と比較して20.3%減の24億80百万円

となりました。また、利益面におきましては、営業利益１百万円（前年同期は営業損失73百万円）、経

常利益９百万円（前年同期は経常損失76百万円）となり、四半期純利益は29百万円（前年同期は四半期

純損失１億17百万円）となりました。  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して４億29百万円減少し、

50億24百万円となりました。これは主として受取手形及び売掛金が２億４百万円増加し、現金及び預金

が４億91百万円、仕掛品が64百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比較して３億48百万円減少し、10億５百万円となりました。これは主と

して支払手形及び買掛金が２億８百万円、役員退職慰労引当金が１億27百万円減少したことによるもの

であります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して81百万円減少し、40億18百万円となりました。これは主とし

て利益剰余金が47百万円、その他有価証券評価差額金が11百万円減少し、また、自己株式を16百万円取

得したことによるものであります。 

 これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して4.8ポイント増加し、80.0％となりま

した。 

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して４億91百万円減

少し、13億56百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、３億19百万円の支出(前年同期は２億93百万円の収入)とな

りました。これは主として税金等調整前四半期純利益の計上44百万円、役員退職慰労引当金の減少１億

27百万円、売上債権の増加２億18百万円、仕入債務の減少２億５百万円によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、68百万円の支出(前年同期は13百万円の収入)となりまし

た。これは主として投資有価証券の取得による支出２億69百万円、投資有価証券の償還による収入２億

円によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、92百万円の支出(前年同期は95百万円の支出)となりまし

た。これは主として配当金の支払71百万円、自己株式の取得による支出16百万円によるものでありま

す。 

  

平成22年５月14日に公表致しました平成23年３月期通期の連結業績予想及び個別業績予想を修正して

おります。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下

さい。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

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

前四半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。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。  

 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。 

  

当第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、この変更による影響は軽微であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

 税金費用の計算

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,356,745 1,848,531

受取手形及び売掛金 951,952 747,098

商品及び製品 111,273 97,242

仕掛品 327,883 392,243

原材料及び貯蔵品 113,192 91,165

その他 72,629 132,885

貸倒引当金 △1,604 △2,717

流動資産合計 2,932,072 3,306,449

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 607,546 631,050

土地 1,027,570 1,027,570

その他（純額） 54,953 69,305

有形固定資産合計 1,690,070 1,727,926

無形固定資産 16,317 31,381

投資その他の資産

投資有価証券 258,051 206,583

その他 128,934 185,293

貸倒引当金 △1,398 △3,992

投資その他の資産合計 385,587 387,885

固定資産合計 2,091,975 2,147,193

資産合計 5,024,048 5,453,642

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 800,262 1,008,707

未払法人税等 8,446 7,266

未払消費税等 8,573 6,587

賞与引当金 11,671 17,045

その他 84,069 93,698

流動負債合計 913,023 1,133,305

固定負債

退職給付引当金 35,070 35,459

役員退職慰労引当金 55,240 182,789

その他 2,500 2,500

固定負債合計 92,811 220,749

負債合計 1,005,834 1,354,054
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,075,400 1,075,400

資本剰余金 942,600 942,600

利益剰余金 2,242,026 2,289,454

自己株式 △233,388 △217,224

株主資本合計 4,026,637 4,090,230

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,077 8,767

為替換算調整勘定 △5,346 590

評価・換算差額等合計 △8,424 9,358

純資産合計 4,018,213 4,099,588

負債純資産合計 5,024,048 5,453,642
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

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

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

売上高 3,114,291 2,480,808

売上原価 2,549,828 1,913,914

売上総利益 564,462 566,894

販売費及び一般管理費 638,195 565,613

営業利益又は営業損失（△） △73,732 1,280

営業外収益

受取利息 902 272

受取配当金 8,137 14,589

受取賃貸料 10,131 10,189

その他 3,881 1,954

営業外収益合計 23,052 27,006

営業外費用

支払利息 291 645

為替差損 24,952 17,376

その他 561 417

営業外費用合計 25,806 18,439

経常利益又は経常損失（△） △76,486 9,847

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 1,117

保険解約返戻金 － 35,242

特別利益合計 － 36,360

特別損失

工具器具備品除却損 306 8

投資有価証券評価損 － 851

投資有価証券償還損 1,550 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 770

特別損失合計 1,856 1,630

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（△）

△78,342 44,577

法人税等 39,447 15,452

少数株主損益調整前四半期純利益 － 29,124

四半期純利益又は四半期純損失（△） △117,790 29,124
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

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

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

売上高 1,111,748 790,255

売上原価 912,449 597,054

売上総利益 199,299 193,200

販売費及び一般管理費 200,676 184,129

営業利益又は営業損失（△） △1,377 9,071

営業外収益

受取利息 13 15

受取配当金 5,834 6,994

受取賃貸料 3,204 3,151

為替差益 21,028 －

その他 1,039 1,111

営業外収益合計 31,119 11,272

営業外費用

支払利息 52 37

為替差損 － 4,936

その他 167 101

営業外費用合計 220 5,076

経常利益 29,521 15,267

特別損失

工具器具備品除却損 － 8

投資有価証券評価損 － 336

特別損失合計 － 345

税金等調整前四半期純利益 29,521 14,922

法人税等 75,111 △296

少数株主損益調整前四半期純利益 － 15,219

四半期純利益又は四半期純損失（△） △45,589 15,219
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(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（△）

△78,342 44,577

減価償却費 72,157 57,729

貸倒引当金の増減額（△は減少） 794 △3,707

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,065 △5,224

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,414 △388

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,223 △127,549

受取利息及び受取配当金 △9,040 △14,862

支払利息 291 645

為替差損益（△は益） 2,306 10,654

有形固定資産除売却損益（△は益） 306 8

投資有価証券評価損益（△は益） － 851

投資有価証券償還損益（△は益） 1,550 －

売上債権の増減額（△は増加） △147,671 △218,012

たな卸資産の増減額（△は増加） 56,655 27,181

仕入債務の増減額（△は減少） 403,441 △205,756

未払又は未収消費税等の増減額 3,130 49,814

その他 △23,986 47,102

小計 309,165 △336,936

利息及び配当金の受取額 9,040 14,809

利息の支払額 △291 △645

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △24,772 3,087

営業活動によるキャッシュ・フロー 293,141 △319,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6,543 △5,545

有形固定資産の売却による収入 － 1,850

無形固定資産の取得による支出 △5,779 －

投資有価証券の取得による支出 △79,927 △269,822

投資有価証券の償還による収入 100,000 200,000

出資金の分配による収入 5,295 5,413

投資活動によるキャッシュ・フロー 13,045 △68,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 3,963 －

短期借入金の返済による支出 － △4,047

自己株式の取得による支出 △25,950 △16,164

配当金の支払額 △73,035 △71,873

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,023 △92,084

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,399 △11,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 208,764 △491,786

現金及び現金同等物の期首残高 1,782,992 1,848,531

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,991,756 1,356,745
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該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

 
   （注） １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

       ２ 各区分に属する国または地域の主な内訳は次のとおりであります。 

          アジア：中国、タイ、台湾、シンガポール等 

          その他：アメリカ等 

       ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）及び当第３四半期連

結会計期間(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日) 

当社及び連結子会社の事業は、印刷機器関連の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

  

(追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

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) セグメント情報

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

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,640,424 1,885 1,642,310

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 3,114,291

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

52.6 0.1 52.7

【セグメント情報】

(6) 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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