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(百万円未満切捨て)

１．平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

 24年3月期第1四半期 13,323 0.5 △550 ─ △268 ─ △264 ─

 23年3月期第1四半期 13,261 △4.0 △610 ─ △298 ─ △394 ─

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 △236百万円(─％) 23年3月期第1四半期 △457百万円(─％)

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

 24年3月期第1四半期 △3 .08 ─

 23年3月期第1四半期 △4 .60 ─

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

 24年3月期第1四半期 60,570 36,607 60.2

   23年3月期 61,625 36,927 59.9

(参考) 自己資本 24年3月期第１四半期 36,468百万円  23年3月期 36,890百万円

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

 23年3月期 ─ 0 .00 ─ 2 .00 2 .00

 24年3月期 ─

 24年3月期(予想) 0 .00 ─ 2 .00 2 .00

３．平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第2四半期(累計) 27,500 1.9 △550 ― △300 ― △450 ― △5. 25

通期 61,000 3.8 500 △27.8 850 △22.5 580 2.3 6. 77
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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。 

  

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のご利用にあたっての注意事項については、添付資料３ページ

「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 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)  24年3月期1Ｑ 86,267,808株  23年3月期 86,267,808株

② 期末自己株式数  24年3月期1Ｑ 604,778株  23年3月期 603,548株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  24年3月期1Ｑ 85,663,636株  23年3月期1Ｑ 85,760,751株

※ 四半期レビュー手続の実施状況の表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災によるサプライチェーンの混乱は収束

に向かっているものの、原発事故に伴う電力の供給不足懸念や風評被害などによる影響により、先行き不

透明な状況が続きました。 

印刷業界におきましても、出版印刷市場の低迷が続き、また、商業印刷市場では企業が広告宣伝を自粛

するなど厳しい経営環境が続きました。 

このような環境のもとで当社グループは、更なる構造改革の推進によりお客様満足度の向上と収益力強

化に努めるとともに、一層の原価低減を図ってまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は133億２千３百万円

(前年同期比0.5％増)、営業損失は５億５千万円(前年同期は営業損失６億１千万円)、経常損失は２億６

千８百万円(前年同期は経常損失２億９千８百万円)、四半期純損失は２億６千４百万円(前年同期は四半

期純損失３億９千４百万円)となりました。 

  

セグメント別の売上概況は、次のとおりであります。 

(印刷事業) 

 印刷事業セグメントは、出版印刷部門と商業印刷部門から構成されております。 

出版印刷部門では、書籍、雑誌などが減少したものの、新聞が増加した結果、当部門の売上高は99億３

千７百万円(前期比2.0％増)となりました。 

商業印刷部門では、企業の広告宣伝費の削減を受け、カタログ、パンフレットなどが減少した結果、当

部門の売上高は31億５千万円(前期比3.7％減)となりました。 

(出版事業) 

出版部門では、教科書の販売が減少した結果、当部門の売上高は２億３千５百万円(前期比4.4％減)と

なりました。 

  

当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億５千５百万円減少し、605億７千万円とな

りました。これは主に現金及び預金が増加する一方、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであ

ります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ７億３千５百万円減少し、239億６千２百万円となりました。こ

れは主に支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億１千９百万円減少し、366億７百万円となりました。これ

は主に利益剰余金の減少によるものであります。 

  

１．当四半期決算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
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平成24年３月期の連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響により合理的な算定が困難であっ

たことから未定としておりましたが、現時点において入手可能な情報に基づき算定し、公表することとい

たしました。  

 詳細につきましては、本日開示の「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,527 3,995

受取手形及び売掛金 18,174 15,725

有価証券 6,983 7,579

商品及び製品 209 228

仕掛品 1,111 1,092

原材料及び貯蔵品 334 345

繰延税金資産 358 501

その他 374 417

貸倒引当金 △73 △67

流動資産合計 30,000 29,819

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 23,042 23,133

減価償却累計額 △10,097 △10,331

建物及び構築物（純額） 12,945 12,801

機械装置及び運搬具 27,824 27,802

減価償却累計額 △23,989 △24,187

機械装置及び運搬具（純額） 3,835 3,615

工具、器具及び備品 1,580 1,594

減価償却累計額 △1,300 △1,308

工具、器具及び備品（純額） 280 285

土地 9,255 9,255

有形固定資産合計 26,316 25,958

無形固定資産

のれん 186 144

その他 186 212

無形固定資産合計 372 356

投資その他の資産

投資有価証券 2,649 2,317

繰延税金資産 1,853 1,815

その他 557 420

貸倒引当金 △124 △117

投資その他の資産合計 4,934 4,435

固定資産合計 31,624 30,750

資産合計 61,625 60,570
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,016 13,095

関係会社短期借入金 2,500 2,500

1年内返済予定の長期借入金 － 800

未払法人税等 177 97

未払消費税等 381 181

賞与引当金 691 214

役員賞与引当金 26 8

返品調整引当金 14 0

設備関係支払手形 155 198

資産除去債務 7 －

リース資産減損勘定 70 7

その他 1,902 2,948

流動負債合計 19,945 20,051

固定負債

長期借入金 800 －

退職給付引当金 3,726 3,715

役員退職慰労引当金 148 117

資産除去債務 75 74

その他 3 3

固定負債合計 4,753 3,910

負債合計 24,698 23,962

純資産の部

株主資本

資本金 13,898 13,898

資本剰余金 16,489 16,489

利益剰余金 6,584 6,149

自己株式 △171 △171

株主資本合計 36,801 36,365

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 88 102

その他の包括利益累計額合計 88 102

少数株主持分 36 139

純資産合計 36,927 36,607

負債純資産合計 61,625 60,570
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 13,261 13,323

売上原価 11,739 11,814

売上総利益 1,522 1,509

販売費及び一般管理費

運搬費 491 482

役員報酬及び給料手当 794 911

賞与引当金繰入額 121 69

役員賞与引当金繰入額 4 8

退職給付費用 41 42

役員退職慰労引当金繰入額 10 10

貸倒引当金繰入額 － △13

その他 668 548

販売費及び一般管理費合計 2,133 2,060

営業損失（△） △610 △550

営業外収益

受取利息 8 7

受取配当金 287 250

その他 28 31

営業外収益合計 323 289

営業外費用

支払利息 7 7

その他 3 0

営業外費用合計 11 7

経常損失（△） △298 △268

特別利益

貸倒引当金戻入額 16 －

特別利益合計 16 －

特別損失

固定資産除売却損 3 5

子会社株式売却損 － 18

投資有価証券評価損 2 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 75 －

環境対策費 63 －

その他 0 0

特別損失合計 146 24

税金等調整前四半期純損失（△） △427 △293

法人税、住民税及び事業税 11 70

法人税等調整額 △44 △114

法人税等合計 △32 △43

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △394 △250

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 13

四半期純損失（△） △394 △264
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △394 △250

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △62 13

その他の包括利益合計 △62 13

四半期包括利益 △457 △236

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △456 △250

少数株主に係る四半期包括利益 △0 13
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該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容(差異調整に関する事項) 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書 
計上額印刷事業 出版事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 13,015 246 13,261 ― 13,261

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

232 ― 232 △232 ―

計 13,248 246 13,494 △232 13,261

セグメント損失(△) △352 △269 △622 11 △610

(単位：百万円)

損失 金額

報告セグメント計 △622

のれんの償却額 △6

セグメント間取引消去 17

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △610
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当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容(差異調整に関する事項) 

 
  

該当事項はありません。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書 
計上額印刷事業 出版事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 13,088 235 13,323 ― 13,323

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

157 ― 157 △157 ―

計 13,245 235 13,481 △157 13,323

セグメント損失(△) △274 △274 △548 △2 △550

(単位：百万円)

損失 金額

報告セグメント計 △548

のれんの償却額 △6

セグメント間取引消去 3

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △550

（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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