
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 廣済堂 上場取引所 東 大 
コード番号 7868 URL http://www.kosaido.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 長代 厚生
問合せ先責任者 （役職名） 経営企画Ｕ 広報ＩＲ ＧＭ （氏名） 茅島 葉子 TEL 03-3453-0557
四半期報告書提出予定日 平成23年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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） 

 

(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3四半期 27,836 △5.7 1,619 44.4 1,310 1.6 △166 ―
22年3月期第3四半期 29,509 △16.6 1,121 △31.3 1,289 △35.0 △586 ―

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 △6.67 ―
22年3月期第3四半期 △23.55 ―

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 81,174 23,595 11.2 365.87
22年3月期 83,077 23,054 11.8 392.71

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  9,116百万円 22年3月期  9,785百万円

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

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 38,500 △3.1 2,600 28.9 2,150 0.2 100 ― 4.01



(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、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想に関する注意事項等につきましては、２ペー
ジの「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.２「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3Q 24,922,600株 22年3月期  24,922,600株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  6,298株 22年3月期  5,478株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 24,916,715株 22年3月期3Q  24,917,262株
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（１）連結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、一部改善の兆しが見られるものの引続き先行き厳しい状況が続いており

ます。 

印刷事業におきましては、受注競争激化による受注単価の下落等、当社グループを取り巻く環境は依然厳しい

状況が続いております。 

このような状況の中、当第３四半期の連結売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、連結営業利益

は 百万円（同 ％増）、連結経常利益は 百万円（同 ％増）、連結四半期純損失は 百万円

（前年同四半期純損失 百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期における資産合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少しております。主な要因は、

流動資産の「受取手形及び売掛金」が 百万円、投資その他の資産が 百万円減少したこと等によるもの

であります。 

当第３四半期における負債合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円の減少となりました。これは流動

負債が 百万円減少したものの固定負債が 百万円増加したことによるものであります。 

当第３四半期における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円増加しております。主な要因は、

「評価・換算差額等」が 百万円減少したものの「少数株主持分」 百万円増加したこと等によるものであ

ります。この結果、自己資本比率は ％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月期通期の業績予想については、平成22年11月10月に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。  

  

（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 たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末に係る実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

③ 税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

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。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の

変動額は 百万円であります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

278億36 5.7

16億19 44.4 13億10 1.6 1億66

5億86

1,903

1,401 1,015

2,445

12,728 10,284
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838 1,211
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２．その他の情報
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② 「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。 

なお、これによる損益及びセグメント情報への影響はありません。 

  

③ 企業結合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、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。 

なお、子会社の資産及び負債の評価方法を部分時価評価法から全面時価評価法へ変更したことにより土地

百万円、繰延税金負債 百万円、少数株主持分 百万円それぞれ増加しております。ただし、損益に与

える影響はありません。 

  

1,470 598 871



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 10,947 11,206

受取手形及び売掛金 6,856 8,257

商品及び製品 702 771

仕掛品 731 472

原材料及び貯蔵品 161 157

その他 2,581 2,173

貸倒引当金 △1,326 △1,273

流動資産合計 20,654 21,765

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,402 16,070

機械装置及び運搬具（純額） 2,740 3,032

土地 23,300 21,911

工具、器具及び備品（純額） 3,755 3,733

コース勘定（純額） 4,000 4,048

その他（純額） 1,234 1,319

有形固定資産合計 50,432 50,115

無形固定資産 1,266 1,370

投資その他の資産   

投資有価証券 4,675 5,238

その他 4,629 6,952

貸倒引当金 △655 △2,526

投資その他の資産合計 8,649 9,664

固定資産合計 60,349 61,150

繰延資産 170 160

資産合計 81,174 83,077

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,627 2,956

短期借入金 1,238 11,379

1年内返済予定の長期借入金 3,522 5,309

1年内償還予定の社債 840 790

未払法人税等 410 763

賞与引当金 445 440

返品調整引当金 61 61

その他 2,354 2,528

流動負債合計 11,500 24,228



（単位：百万円）

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) 

固定負債   

社債 1,420 1,260

長期借入金 22,870 12,648

繰延税金負債 3,047 2,555

退職給付引当金 344 365

役員退職慰労引当金 360 397

預り入会金 15,458 15,704

その他 2,577 2,863

固定負債合計 46,078 35,794

負債合計 57,578 60,023

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,806 9,806

利益剰余金 1,706 1,537

自己株式 △4 △4

株主資本合計 11,508 11,339

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 298 458

繰延ヘッジ損益 △48 －

土地再評価差額金 △1,803 △1,468

為替換算調整勘定 △838 △544

評価・換算差額等合計 △2,392 △1,554

少数株主持分 14,479 13,268

純資産合計 23,595 23,054

負債純資産合計 81,174 83,077



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 29,509 27,836

売上原価 21,003 19,635

売上総利益 8,506 8,200

販売費及び一般管理費 7,384 6,581

営業利益 1,121 1,619

営業外収益   

受取利息 86 70

受取配当金 71 53

受取賃貸料 76 51

負ののれん償却額 423 7

償還差益 77 107

その他 175 156

営業外収益合計 911 446

営業外費用   

支払利息 568 394

賃貸費用 77 －

支払手数料 － 234

その他 97 126

営業外費用合計 743 754

経常利益 1,289 1,310

特別利益   

固定資産売却益 8 15

投資有価証券売却益 362 －

関係会社株式売却益 476 －

貸倒引当金戻入額 － 52

役員退職慰労引当金戻入額 － 59

その他 7 －

特別利益合計 855 127

特別損失   

固定資産売却損 1,120 －

固定資産除却損 90 18

貸倒引当金繰入額 － 210

その他 494 134

特別損失合計 1,705 363

税金等調整前四半期純利益 440 1,074

法人税等 579 720

少数株主損益調整前四半期純利益 － 354

少数株主利益 447 520

四半期純損失（△） △586 △166



該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	ヘッダー1: 
	ヘッダー2: 
	ヘッダー3: ㈱廣済堂（7868）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー4: ㈱廣済堂（7868）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー5: ㈱廣済堂（7868）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー6: ㈱廣済堂（7868）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー7: ㈱廣済堂（7868）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー8: ㈱廣済堂（7868）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー9: ㈱廣済堂（7868）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	フッター1: 
	フッター2: 
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -


