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(百万円未満切捨て)

１．平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 43,500 1.3 44 179.0 393 3.7 △133 －

23年3月期第3四半期 42,937 △2.6 15 － 379 － △117 －

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 △55百万円(－％) 23年3月期第3四半期 △95百万円(－％)

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3四半期 △1 .56 －

 23年3月期第3四半期 △1 .37 －

（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3四半期 60,649 36,788 60.4

23年3月期 61,625 36,927 59.9

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 36,626百万円 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 － 0 .00 －

24年3月期(予想) 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、対前期増減率)

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

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

sawatat
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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等については、添付

資料２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3Ｑ 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3Ｑ 608,586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3Ｑ 85,661,555株   23年3月期3Ｑ 85,758,622株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 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３四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大幅な落ち込みから緩やかな回

復傾向にあるものの、欧州の債務危機問題や円高・株安の長期化により先行き不透明な状況が継続しまし

た。 

印刷業界におきましては、出版市場の縮小や企業の経費削減による広告宣伝費の圧縮、原材料の値上が

りなど、厳しい経営環境が続いております。 

このような環境の中で当社グループは、お客様の課題に対する積極的な提案活動によるトータルサポー

ト、総合品質保証体制の強化、構造改革の推進による一層の原価低減に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第３四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435億円(前年同期比

1.3％増)、営業利益は４千４百万円(前年同期比179.0％増)、経常利益は３億９千３百万円(前年同期比

3.7％増)、四半期純損失は１億３千３百万円(前年同期は四半期純損失１億１千７百万円)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、雑誌、単行本、学習参考書などが減少したものの、新聞、フリーマガジンが増加し

た結果、当部門の売上高は305億６千３百万円(前期比3.4％増)となりました。 

商業印刷部門では、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111億５千６百万

円(前期比6.2％減)となりました。 

(出版事業) 

出版部門では、教科書改訂に伴う教師用指導書の販売が増加した結果、当部門の売上高は17億８千

万円(前期比21.0％増)となりました。 

  

当第３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ９億７千５百万円減少し、606億４千９百万円

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８億３千７百万円減少し、238億６千万円となりました。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１億３千８百万円減少し、367億８千８百万円となりました。

これは主に利益剰余金の減少によるものであります。 

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年８月２日に公表いたしました業績予想に変更

はありません。 

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

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
（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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,527 4,001

受取手形及び売掛金 18,174 16,234

有価証券 6,983 7,430

商品及び製品 209 268

仕掛品 1,111 1,238

原材料及び貯蔵品 334 407

繰延税金資産 358 117

その他 374 427

貸倒引当金 △73 △67

流動資産合計 30,000 30,059

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 23,042 23,137

減価償却累計額 △10,097 △10,809

建物及び構築物（純額） 12,945 12,328

機械装置及び運搬具 27,824 27,206

減価償却累計額 △23,989 △23,988

機械装置及び運搬具（純額） 3,835 3,217

工具、器具及び備品 1,580 1,491

減価償却累計額 △1,300 △1,258

工具、器具及び備品（純額） 280 233

土地 9,255 9,255

有形固定資産合計 26,316 25,035

無形固定資産

のれん 186 60

その他 186 222

無形固定資産合計 372 283

投資その他の資産

投資有価証券 2,649 3,246

繰延税金資産 1,853 1,744

その他 557 401

貸倒引当金 △124 △121

投資その他の資産合計 4,934 5,271

固定資産合計 31,624 30,589

資産合計 61,625 60,649
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,016 13,559

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 177 112

未払消費税等 381 246

賞与引当金 691 220

役員賞与引当金 26 24

返品調整引当金 14 13

設備関係支払手形 155 187

資産除去債務 7 －

リース資産減損勘定 70 －

その他 1,902 2,177

流動負債合計 19,945 19,842

固定負債

長期借入金 800 －

退職給付引当金 3,726 3,797

役員退職慰労引当金 148 142

資産除去債務 75 75

その他 3 3

固定負債合計 4,753 4,018

負債合計 24,698 23,860

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 6,279

自己株式 △171 △172

株主資本合計 36,801 36,495

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 88 130

その他の包括利益累計額合計 88 130

少数株主持分 36 162

純資産合計 36,927 36,788

負債純資産合計 61,625 60,649
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 42,937 43,500

売上原価 36,670 37,194

売上総利益 6,266 6,305

販売費及び一般管理費

運搬費 1,622 1,618

役員報酬及び給料手当 2,593 2,729

賞与引当金繰入額 63 71

役員賞与引当金繰入額 17 24

退職給付費用 119 124

役員退職慰労引当金繰入額 33 35

貸倒引当金繰入額 － △9

その他 1,800 1,667

販売費及び一般管理費合計 6,250 6,261

営業利益 15 44

営業外収益

受取利息 25 25

受取配当金 304 269

その他 67 78

営業外収益合計 396 372

営業外費用

支払利息 23 21

その他 9 2

営業外費用合計 32 23

経常利益 379 393

特別利益

固定資産売却益 0 3

投資有価証券売却益 30 －

貸倒引当金戻入額 85 －

特別利益合計 116 3

特別損失

固定資産除売却損 57 39

子会社株式売却損 － 18

投資有価証券評価損 2 1

会員権評価損 30 3

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 9 －

特別損失合計 239 63

税金等調整前四半期純利益 257 333

法人税、住民税及び事業税 70 92

法人税等調整額 304 337

法人税等合計 375 430

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △117 △96

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 37

四半期純損失（△） △117 △133
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △117 △96

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 22 41

その他の包括利益合計 22 41

四半期包括利益 △95 △55

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △94 △92

少数株主に係る四半期包括利益 △0 37
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該当事項はありません。 

  

  

前第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) 

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) 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 

 
  

（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 41,465 1,472 42,937 ― 42,937

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

632 ― 632 △632 ―

計 42,097 1,472 43,570 △632 42,937

セグメント利益又は 
セグメント損失（△）

310 △328 △18 33 15

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △18

のれんの償却額 △18

セグメント間取引消去 51

四半期連結損益計算書の営業利益 15

(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 41,719 1,780 43,500 ― 43,500

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

653 ― 653 △653 ―

計 42,372 1,780 44,153 △653 43,500

セグメント利益又は 
セグメント損失（△）

210 △152 58 △14 44
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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)

利益 金額

報告セグメント計 58

のれんの償却額 △18

セグメント間取引消去 3

四半期連結損益計算書の営業利益 44

（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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