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1.  平成24年4月期第1四半期の業績（平成23年5月1日～平成23年7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 ％

24年4月期第1四半期 546 2.4 △136 ― △124 ― △124 ―

23年4月期第1四半期 533 1.9 △196 ― △183 ― △236 ―

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4月期第1四半期 △33.04 ―

23年4月期第1四半期 △62.67 ―

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

24年4月期第1四半期 4,103 3,386 82.5 896.10
23年4月期 4,478 3,555 79.4 940.84

（参考） 自己資本   24年4月期第1四半期  3,386百万円 23年4月期  3,555百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年4月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年4月期 ―

24年4月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成24年4月期の業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 800 2.0 △500 ― △500 ― △500 ― △132.30

通期 2,900 2.6 50 ― 60 ― 50 ― 13.23



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年4月期1Q 3,813,000 株 23年4月期 3,813,000 株

② 期末自己株式数 24年4月期1Q 33,776 株 23年4月期 33,776 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期1Q 3,779,224 株 23年4月期1Q 3,779,735 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1四半期（平成23年5月1日～7月31日）の経済情勢は、4～6月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率が年率換

算で1.3％減の3期連続マイナス成長となりました。一方、足元では生産や消費が上向きつつあり、景気の持ち直し

が期待されるものの、急激な円高や世界経済の減速、原発事故の影響など景気の足を引っ張るリスクも出てまいり

ました。また、印刷業界においても紙・板紙の合計出荷量がこの第1四半期の5、6、7月の三ヶ月連続で、前年同月

比マイナスとなるなど、企業の広告費削減等で印刷需要が減少してまいりました。  

 このような経営環境の下、当社の当第1四半期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

上高は前年同四半期比0.5％増の361百万円となり、一般商業印刷部門の売上高は、前年同四半期比6.3％増の184百

万円となりまして、全売上高は、前年同四半期比2.4％増の546百万円となりました。 

 また、損益面におきましては、営業損失136百万円（前年同四半期比59百万円損失減）、経常損失124百万円（前

年同四半期比59百万円損失減）、四半期純損失124百万円（前年同四半期比112百万円損失減）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1四半期の売上高は年間売上高の4分の1前後になりませんし、損益につきましても固定費等発生が先行いた

しますので、第1四半期においては、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1四半期における財政状態につきましては、総資産が4,103百万円と前事業年度末に比べ374百万円減少とな

っておりますが、これは主として製本機械等の設備代金や配当金の支払等に現預金を充当したこと等によるもので

あります。  

 また、純資産は3,386百万円と前事業年度末に比べ169百万円減少しておりますが、これは主に当第1四半期純損

失124百万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 

 第2四半期累計期間および通期の業績見通しにつきましては、概ね予想通り推移しており、現時点におきまして

は平成23年6月10日発表「平成23年4月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の業績予想から変更はありません。  

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はあリません。  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

１．当四半期決算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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,632,238 1,455,351

受取手形及び売掛金 464,125 305,920

商品及び製品 6,519 1,331

仕掛品 60,505 26,485

原材料及び貯蔵品 28,537 26,863

その他 12,190 12,387

貸倒引当金 △69,000 △63,000

流動資産合計 2,135,117 1,765,341

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 682,291 691,132

土地 929,190 929,190

その他（純額） 355,222 350,599

有形固定資産合計 1,966,703 1,970,921

無形固定資産 17,860 17,085

投資その他の資産   

その他 367,433 358,929

貸倒引当金 △8,800 △8,800

投資その他の資産合計 358,633 350,129

固定資産合計 2,343,198 2,338,136

資産合計 4,478,315 4,103,478

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 255,230 152,540

未払法人税等 20,592 10,590

賞与引当金 97,000 46,000

その他 231,518 186,799

流動負債合計 604,341 395,929

固定負債   

退職給付引当金 123,332 125,027

役員退職慰労引当金 167,136 169,541

資産除去債務 17,553 17,606

その他 10,320 8,812

固定負債合計 318,342 320,988

負債合計 922,683 716,918



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年７月31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 962,646 800,004

自己株式 △15,958 △15,958

株主資本合計 3,567,998 3,405,355

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,366 △18,795

評価・換算差額等合計 △12,366 △18,795

純資産合計 3,555,632 3,386,560

負債純資産合計 4,478,315 4,103,478



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

売上高 533,718 546,299

売上原価 580,983 545,104

売上総利益又は売上総損失（△） △47,265 1,194

販売費及び一般管理費 148,791 137,491

営業損失（△） △196,056 △136,297

営業外収益   

受取利息 1,271 1,246

受取配当金 2,119 3,294

貸倒引当金戻入額 － 6,000

その他 9,071 1,457

営業外収益合計 12,461 11,998

経常損失（△） △183,594 △124,298

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 1,600 －

貸倒引当金戻入額 5,500 －

固定資産売却益 － 559

特別利益合計 7,100 559

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1,084

役員退職慰労金 1,600 －

固定資産除却損 45,996 28

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 60,390 1,112

税引前四半期純損失（△） △236,885 △124,850

四半期純損失（△） △236,885 △124,850



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７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（△） △236,885 △124,850

減価償却費 62,080 51,537

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,442 1,695

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 742 2,405

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,000 △51,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,500 △6,000

受取利息及び受取配当金 △3,390 △4,541

固定資産除却損 45,996 28

固定資産売却損益（△は益） － △559

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,084

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） 69,213 158,204

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,815 40,881

仕入債務の増減額（△は減少） △92,552 △102,690

未払消費税等の増減額（△は減少） △45,868 △52,273

その他 △2,237 3,646

小計 △191,351 △82,433

利息及び配当金の受取額 2,411 4,178

法人税等の支払額 △9,183 △10,002

営業活動によるキャッシュ・フロー △198,123 △88,257

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 △200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △175,790 △55,357

無形固定資産の取得による支出 △5,300 －

投資有価証券の取得による支出 △601 △602

その他 4,990 1,047

投資活動によるキャッシュ・フロー △376,701 △54,912

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 △33,751 △33,717

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,981 △33,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △608,806 △176,887

現金及び現金同等物の期首残高 1,337,957 1,132,238

現金及び現金同等物の四半期末残高 729,151 955,351



 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。  

  

 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）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象



（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  

  

５．補足情報

期別 

  

  

 区分 

前第1四半期 

(自 平成22年5月1日 

至 平成22年7月31日) 

当第1四半期 

(自 平成23年5月1日 

至 平成23年7月31日) 増減金額 増減率 

前事業年度 

(自 平成22年5月1日 

至 平成23年4月30日） 

金 額 構成比率  金 額  構成比率   金 額 構成比率

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

学校アルバム 360,177 67.5 361,848 66.2 1,670 0.5 2,017,305 71.4

一般商業印刷 173,540 32.5 184,451 33.8 10,911 6.3 809,376 28.6

合 計 533,718 100.0 546,299 100.0 12,581 2.4 2,826,682 100.0

期別 

  

  

 区分 

前第1四半期 

（自 平成22年5月1日 

至 平成22年7月31日) 

当第1四半期 

（自 平成23年5月1日 

至 平成23年7月31日) 

前事業年度 

（自 平成22年5月1日 

至 平成23年4月30日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

  千円 千円 千円 千円 千円 千円

学校アルバム 220,601 76,231  214,475 81,556 2,030,426 228,928

一般商業印刷 184,121 28,440 208,004 45,900 813,864 22,346

計 404,723 104,671 422,480 127,456 2,844,291 251,275
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