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1.  平成23年4月期第3四半期の業績（平成22年5月1日～平成23年1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3四半期 1,028 4.6 △614 ― △594 ― △652 ―

22年4月期第3四半期 983 △0.7 △656 ― △645 ― △688 ―

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3四半期 △172.68 ―

22年4月期第3四半期 △182.23 ―

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3四半期 4,036 3,061 75.8 810.07
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3四半期  3,061百万円 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3Q  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3Q  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3Q  3,779,395株 22年4月期3Q  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3四半期累計期間（平成22年5月1日～平成23年1月31日）の経済情勢は、10～12月期の国内総生産（GDP）が

年率換算で1.1％減となり、5四半期ぶりにマイナス成長となるなど、個人消費が2期ぶりに減少し、外需も弱い状

況にありました。また、印刷業界におきましては、4～12月の印刷用紙の出荷量が微減となりましたように、印

刷・出版不況も長引いておりました。 

 このような経営環境の下、当社の第3四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

門の売上高は少子化が続く中での過当競争の影響を受け前年同期間比1.6％減の439百万円となり、一般商業印刷部

門の売上高は新規顧客の拡大をはかり前年同期間比9.8％増の589百万円となりまして、全売上高は前年同期間比

4.6％増の1,028百万円となりました。 

また、損益面におきましては、営業損失614百万円（前年同期間比41百万円損失減）、経常損失594百万円（前年同

期間比50百万円損失減）、四半期純損失652百万円（前年同期間比36百万円損失減）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3四半期累計期間の売上高は年間売上高の4分の3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3四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3四半期末における財政状態につきましては、総資産が4,036百万円と前事業年度末に比べ587百万円減少と

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774百万円の減少、たな卸資産の449百

万円増加といった内容の変化はありますが、例年に比べ大きな変化はありません。 

 また、純資産は3,061百万円と前事業年度末に比べ694百万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3四半期累計期間純損失652百万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、1,095千円増大しており、税引前四半期純損失は13,889千

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３四半期会計期間末 
(平成23年１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 863,862 1,637,957

受取手形及び売掛金 206,826 420,908

商品及び製品 266,596 1,782

仕掛品 252,664 66,963

原材料及び貯蔵品 27,896 29,033

その他 23,021 22,712

貸倒引当金 △21,300 △22,000

流動資産合計 1,619,567 2,157,359

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 736,555 757,361

土地 929,190 929,190

その他（純額） 361,093 370,213

有形固定資産合計 2,026,839 2,056,765

無形固定資産 21,345 17,937

投資その他の資産   

その他 377,242 404,745

貸倒引当金 △8,800 △13,000

投資その他の資産合計 368,442 391,745

固定資産合計 2,416,626 2,466,447

資産合計 4,036,194 4,623,806

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 213,232 253,231

未払法人税等 6,466 18,631

賞与引当金 46,000 93,000

その他 395,933 215,230

流動負債合計 661,632 580,093

固定負債   

退職給付引当金 122,272 118,709

役員退職慰労引当金 164,731 159,179

資産除去債務 17,500 －

その他 8,627 10,039

固定負債合計 313,131 287,928

負債合計 974,764 868,021



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年１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 460,770 1,151,189

自己株式 △15,958 △15,728

株主資本合計 3,066,122 3,756,771

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,692 △985

評価・換算差額等合計 △4,692 △985

純資産合計 3,061,430 3,755,785

負債純資産合計 4,036,194 4,623,806



（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５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 983,433 1,028,960

売上原価 1,202,734 1,223,539

売上総損失（△） △219,301 △194,579

販売費及び一般管理費 436,881 420,412

営業損失（△） △656,182 △614,992

営業外収益   

受取利息 3,126 3,506

受取配当金 3,979 4,644

その他 3,755 11,993

営業外収益合計 10,862 20,144

経常損失（△） △645,320 △594,848

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 － 4,900

保険解約返戻金 32,801 －

特別利益合計 75,641 6,500

特別損失   

投資有価証券評価損 27,520 822

役員退職慰労金 66,960 1,600

固定資産除却損 24,701 49,052

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 119,182 64,268

税引前四半期純損失（△） △688,861 △652,616

法人税等合計 － －

四半期純損失（△） △688,861 △652,616



（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11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 222,321 244,534

売上原価 179,689 189,951

売上総利益 42,632 54,582

販売費及び一般管理費 139,970 134,214

営業損失（△） △97,338 △79,631

営業外収益   

受取利息 995 1,015

受取配当金 1,762 2,325

その他 940 902

営業外収益合計 3,698 4,243

経常損失（△） △93,640 △75,388

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 3,400

特別利益合計 － 3,400

特別損失   

投資有価証券評価損 13,642 822

固定資産除却損 37 574

特別損失合計 13,680 1,396

税引前四半期純損失（△） △107,320 △73,385

法人税等合計 － －

四半期純損失（△） △107,320 △73,385



（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５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１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（△） △688,861 △652,616

減価償却費 203,563 185,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,112 3,562

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36,112 5,552

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,000 △47,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,300 △4,900

受取利息及び受取配当金 △7,106 △8,151

投資有価証券評価損益（△は益） 27,520 822

固定資産除却損 24,701 49,052

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） 164,125 218,313

たな卸資産の増減額（△は増加） △491,568 △449,376

仕入債務の増減額（△は減少） 16,899 △39,998

その他の流動負債の増減額（△は減少） 282,622 234,121

未払消費税等の増減額（△は減少） △60,083 △59,504

その他 △35,744 4,469

小計 △616,631 △547,608

利息及び配当金の受取額 6,880 8,107

法人税等の支払額 △10,494 △12,164

営業活動によるキャッシュ・フロー △620,245 △551,665

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 △319,703 △191,052

無形固定資産の取得による支出 △840 △6,780

投資有価証券の取得による支出 △1,801 △1,803

その他 89,875 15,321

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,468 △384,315

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 △37,716 △37,884

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,716 △38,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △690,430 △974,095

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 597,208 363,862



 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

区分  

前第3四半期累計期間 

 (自 平成21年5月1日  

  至 平成22年1月31日) 

当第3四半期累計期間 

 (自 平成22年5月1日 

  至 平成23年1月31日)
増減金額 

(千円) 

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 

(千円)  

構成比率 

(％)  

金額 

(千円) 

構成比率 

(％)  

金額 

(千円)  

構成比率 

(％)  

学校アルバム 

一般商業印刷 

446,986

536,446

45.5

54.5

439,771

589,188

42.7

57.3

△7,215

52,742

△1.6

9.8

1,992,124

759,320

72.4

27.6

計  983,433 100.0 1,028,960 100.0 45,527 4.6 2,751,444 100.0

区分  

前第3四半期累計期間 

 (自 平成21年5月1日 

  至 平成22年1月31日)

当第3四半期累計期間 

 (自 平成22年5月1日 

  至 平成23年1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 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円)  

受注高 

(千円)  

受注残高 

(千円) 

学校アルバム 

一般商業印刷  

1,479,073

532,686

1,246,441

15,390

1,480,176

609,574

1,256,212

38,244

1,993,577

758,029

215,807

17,859

計  2,011,759 1,261,831 2,089,750 1,294,456 2,751,606 233,666
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