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1.  平成23年8月期第2四半期の業績（平成22年8月21日～平成23年2月20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8月期第2四半期 2,692 5.9 72 ― 61 ― 3 ―
22年8月期第2四半期 2,541 0.2 △29 ― △38 ― △54 ―

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8月期第2四半期 0.55 ―
22年8月期第2四半期 △9.09 ―

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8月期第2四半期 6,143 3,552 57.8 592.18
22年8月期 6,325 3,558 56.2 593.02

（参考） 自己資本   23年8月期第2四半期  3,552百万円 22年8月期  3,558百万円

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8月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
23年8月期 ― 4.00
23年8月期 

（予想）
― 5.00 9.00

3.  平成23年8月期の業績予想（平成22年8月21日～平成23年8月20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 5,530 2.7 192 232.8 168 302.0 96 ― 16.04



(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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】3ページ「その他の情報」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8月期2Q 6,000,000株 22年8月期  6,000,000株
② 期末自己株式数 23年8月期2Q  229株 22年8月期  164株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期2Q 5,999,802株 22年8月期2Q 5,999,933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すが、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す。 

※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、【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。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、堅調な新興国経済に支えられた企業業績の改善傾向

や、一部個人消費の持ち直しが見られたものの、長引くデフレ状況や円高基調の継続に加え、国際的に

穀物や資源エネルギー価格が上昇傾向にあることなど、先行き不透明な状況が続いております。 

 印刷業界におきましても、ＩＴ化の進展に伴う紙媒体の減少や、企業の経費削減により需要の減少傾

向が続くなか、業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況で推移しました。 

 このような状況のもと、当社はビジネスフォーム等印刷物及びＤＰ（データプリント）サービスの製

品開発やサービスの充実を図るとともに、販促告知や事務通知業務においては、顧客志向による総合的

な企画提案型の販売活動により需要の創造を推進してまいりました。また、営業活動から設計・製造に

いたるまでの一貫した「標準化」による効率化に取組んでまいりました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高は26億92百万円（前年同期比5.9％増）、営業利益は72百

万円（前年同期は営業損失29百万円）、経常利益は61百万円（前年同期は経常損失38百万円）、四半期

純利益は３百万円（前年同期は四半期純損失54百万円）となりました。 

  

 当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末に比べて81百万円減少の20億13百

万円となりました。この主な要因は資金の効率運用に努めた結果、現金及び預金が前事業年度末比１億

34百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は前事業年度末に比べ１億円減少の41億30百万円となりました。この主な要因は有形固定資

産が、減価償却等により前事業年度末比37百万円減少の38億81百万円となり、投資その他の資産では、

役員退職慰労金制度廃止に伴う年金解約により役員退職積立金が前事業年度末比56百万円減少したこと

等によるものであります。 

当第２四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末に比べ67百万円減少し15億57百万円となりまし

た。この主な要因は前事業年度末に比べ、短期借入金が50百万円、１年内返済予定の長期借入金が20百

万円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

固定負債は前事業年度末に比べ１億8百万円減少し、10億33百万円となりました。この減少の主な要

因は、長期借入金が約定返済で１億57百万円減少したこと等によるものであります。 

当第２四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ５百万円減少し35億52百万円となりまし

た。この主な要因は利益剰余金の減少等によるものであります。 

  

平成23年8月期通期の業績につきましては、前回公表（平成22年10月1日付）いたしました業績予想に

変更はありません。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

（流動資産）

（固定資産）

（流動負債）

（固定負債）

（純資産）

(3) 業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

・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、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。  

なお、定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

・経過勘定項目の算定方法  

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法による概算

額で計上する方法によっております。 

・法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

②四半期財務諸表作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

「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。 

この変更に伴う、資産、負債及び損益に与える影響はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 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23年２月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 485,319 620,240

受取手形及び売掛金 1,190,231 1,130,148

製品 82,941 91,085

半製品 19,397 25,361

仕掛品 99,588 66,970

原材料及び貯蔵品 80,430 76,562

繰延税金資産 36,680 42,735

その他 20,129 42,992

貸倒引当金 △833 △791

流動資産合計 2,013,886 2,095,306

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,624,050 1,666,912

機械及び装置（純額） 742,268 799,064

土地 965,106 965,106

その他（純額） 549,990 487,795

有形固定資産合計 3,881,416 3,918,879

無形固定資産 91,239 97,993

投資その他の資産

投資有価証券 79,107 81,521

その他 83,633 137,843

貸倒引当金 △5,379 △5,674

投資その他の資産合計 157,361 213,690

固定資産合計 4,130,017 4,230,563

資産合計 6,143,903 6,325,869

負債の部

流動負債

買掛金 187,383 180,251

短期借入金 470,000 520,000

1年内返済予定の長期借入金 334,820 354,920

未払法人税等 43,747 58,506

未払金 76,908 86,620

賞与引当金 49,750 58,708

役員賞与引当金 4,950 9,900

その他 389,743 356,351

流動負債合計 1,557,304 1,625,258

固定負債

長期借入金 398,720 556,580
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成23年２月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年８月20日)

退職給付引当金 119,344 94,076

長期未払金 55,855 －

役員退職慰労引当金 － 54,530

その他 459,746 437,371

固定負債合計 1,033,665 1,142,558

負債合計 2,590,969 2,767,817

純資産の部

株主資本

資本金 460,000 460,000

資本剰余金 285,200 285,200

利益剰余金 2,803,676 2,824,372

自己株式 △69 △52

株主資本合計 3,548,807 3,569,519

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,126 △11,466

評価・換算差額等合計 4,126 △11,466

純資産合計 3,552,933 3,558,052

負債純資産合計 6,143,903 6,325,869
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(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８月21日
至 平成22年２月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年８月21日
至 平成23年２月20日)

売上高 2,541,988 2,692,184

売上原価 1,938,259 2,000,440

売上総利益 603,728 691,744

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 32,038 37,525

役員報酬 27,417 27,866

給料及び手当 290,778 281,688

法定福利費 37,102 37,304

賃借料 56,429 55,077

その他 189,708 179,836

販売費及び一般管理費合計 633,473 619,299

営業利益又は営業損失（△） △29,744 72,445

営業外収益

受取利息 297 147

受取配当金 655 778

作業くず売却益 1,338 2,302

助成金収入 3,664 －

その他 4,676 1,778

営業外収益合計 10,631 5,007

営業外費用

支払利息 18,962 15,949

その他 － 33

営業外費用合計 18,962 15,983

経常利益又は経常損失（△） △38,074 61,469

特別利益

保険差益 － 3,124

特別利益合計 － 3,124

特別損失

固定資産除却損 195 3,891

固定資産取壊費用 1,950 －

投資有価証券評価損 25,846 27,301

特別損失合計 27,991 31,193

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △66,066 33,400

法人税、住民税及び事業税 1,204 38,500

法人税等調整額 △12,755 △8,403

法人税等合計 △11,550 30,096

四半期純利益又は四半期純損失（△） △54,515 3,304
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【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11月21日
至 平成22年２月20日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年11月21日
至 平成23年２月20日)

売上高 1,256,213 1,384,016

売上原価 955,050 1,008,218

売上総利益 301,162 375,797

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 15,925 19,751

役員報酬 13,708 14,145

給料及び手当 132,679 130,280

法定福利費 17,212 17,615

賃借料 28,102 27,657

その他 99,904 88,431

販売費及び一般管理費合計 307,533 297,881

営業利益又は営業損失（△） △6,370 77,916

営業外収益

受取利息 202 96

受取配当金 642 700

作業くず売却益 563 1,248

その他 1,315 698

営業外収益合計 2,723 2,743

営業外費用

支払利息 9,434 7,962

その他 － 31

営業外費用合計 9,434 7,993

経常利益又は経常損失（△） △13,081 72,666

特別利益

保険差益 － 3,124

特別利益合計 － 3,124

特別損失

固定資産除却損 16 2,095

投資有価証券評価損 25,386 27,068

特別損失合計 25,403 29,163

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △38,484 46,627

法人税、住民税及び事業税 △37,795 △17,500

法人税等調整額 36,709 50,336

法人税等合計 △1,085 32,836

四半期純利益又は四半期純損失（△） △37,398 13,790
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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２四半期累計期間
(自 平成21年８月21日
至 平成22年２月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年８月21日
至 平成23年２月20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又は税引前四半期純損失
（△）

△66,066 33,400

減価償却費 245,933 231,438

貸倒引当金の増減額（△は減少） 291 △252

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,625 △8,958

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △400 △4,950

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,293 25,267

受取利息及び受取配当金 △953 △926

支払利息 18,962 15,949

保険差益 － △3,124

有形固定資産除却損 195 3,891

投資有価証券評価損益（△は益） 25,846 27,301

売上債権の増減額（△は増加） △9,818 △60,082

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,063 △22,378

仕入債務の増減額（△は減少） 39,834 7,132

未払消費税等の増減額（△は減少） 31,854 △31,297

未収消費税等の増減額（△は増加） 25,741 －

その他 348 27,118

小計 274,372 239,530

利息及び配当金の受取額 953 926

利息の支払額 △18,757 △15,841

法人税等の支払額 △2,298 △51,307

法人税等の還付額 54,972 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 309,243 173,306

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 △96,920 △85,400

定期預金の払戻による収入 144,400 132,400

有形固定資産の取得による支出 △41,740 △50,315

投資有価証券の取得による支出 △3,947 －

その他 5,814 60,752

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,606 57,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △50,000 △50,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △54,443 △66,705

長期借入金の返済による支出 △177,960 △177,960

配当金の支払額 △23,912 △23,981

自己株式の取得による支出 － △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △306,316 △318,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,532 △87,920

現金及び現金同等物の期首残高 365,660 507,540

現金及び現金同等物の四半期末残高 376,193 419,619
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該当事項はありません。 

  

当社は、印刷事業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

(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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(1) 生産実績 

   当第２四半期累計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

当第２四半期累計期間における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

当第２四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

4. 補足情報

製品区分 生産高(千円) 前年同期比(％)

ＢＦ複合サービス
916,025 

 
89.0

企画商印サービス 231,732 101.8

ＩＰＤＰサービス 215,648 113.2

ＤＭＤＰサービス 1,327,109 121.4

合計 2,690,516 105.9

(2) 受注実績

製品区分 受注高(千円) 前年同四半期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

ＢＦ複合サービス 1,007,374 88.6 157,107 85.2

企画商印サービス 235,279 94.9 28,440 48.2

ＩＰＤＰサービス 265,207 134.9 82,183 227.9

ＤＭＤＰサービス 1,312,123 121.3 163,017 174.5

合計 2,819,984 105.9 430,749 115.5

(3) 販売実績

製品区分 販売高(千円) 前年同期比(％)

ＢＦ複合サービス 919,326 88.6

企画商印サービス 237,496 102.1

ＩＰＤＰサービス 214,711 114.1

ＤＭＤＰサービス 1,320,650 121.9

合計 2,692,184 105.9
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