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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 28,581 2.7 3,254 101.0 3,123 138.3 1,478 ―
23年3月期第3四半期 27,836 △5.7 1,619 44.4 1,310 1.6 △166 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,854百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △132百万円 （―％）

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 59.35 ―
23年3月期第3四半期 △6.67 ―

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3月期第3四半期 78,288 26,418 14.5 456.64
23年3月期 81,235 24,745 12.5 406.09
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  11,377百万円 23年3月期  10,118百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 0.00 0.00

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）

（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

通期 39,500 3.3 3,950 42.2 3,600 51.4 850 0.4 34.11



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結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。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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に関する注意事項等につきましては、２ページの「連結業
績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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3月期3Q 24,922,600 株 23年3月期 24,922,600 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 6,683 株 23年3月期 6,378 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 24,916,007 株 23年3月期3Q 24,916,715 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による落ち込みから回復しつつあるも

のの欧州の財政不安等による円高の進行等により、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は、印刷需要の低下が継続しており依然として厳しい状況となりましたが、人材事業に

おいては、求人広告市場が回復傾向で推移いたしました。 

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は285億81百万円（前年同四半期比 ％増）、

連結営業利益は32億54百万円（前年同四半期比 ％増）、連結経常利益は31億23百万円（前年同四半期比 

％増）、連結四半期純利益は14億78百万円（前年同四半期純損失1億66百万円）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少しております。

主な要因は、流動資産の「現金及び預金」 百万円及び「受取手形及び売掛金」 百万円の減少と有形固定資

産で 百万円の減少等によるものであります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円の減少となりまし

た。主な要因は、借入金及び社債で 百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円増加しておりま

す。主な要因は、当第３四半期純利益 百万円を計上したこと等によるものであります。この結果、自己資本

比率は ％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成23年10月31日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。  

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。 

法人税率の変更等による影響 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法

律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年度以降の税率の変更を反映しておりま

す。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法の変更 

従来、当社及び国内連結子会社は、主として定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得している建物

（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。なお、在外連結子会社は、主として定額法

によっております。）によっておりましたが、第１四半期連結会計期間において、設備投資コストを資産の使

用実態に応じて配分し、収益と減価償却費との合理的な対応を図り、より適正な期間損益計算を行うため、定

額法に変更しております。  

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は 百万円、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益はそれぞれ 百万円増加しております。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 12,508 11,866

受取手形及び売掛金 7,397 6,918

商品及び製品 738 660

仕掛品 542 652

原材料及び貯蔵品 165 185

その他 3,557 2,723

貸倒引当金 △1,053 △1,053

流動資産合計 23,856 21,953

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,153 14,748

機械装置及び運搬具（純額） 2,538 2,288

土地 21,065 20,987

工具、器具及び備品（純額） 3,799 3,815

コース勘定（純額） 3,823 3,786

その他（純額） 1,172 1,184

有形固定資産合計 47,552 46,810

無形固定資産 1,268 1,230

投資その他の資産   

投資有価証券 4,540 4,262

その他 4,545 4,218

貸倒引当金 △591 △265

投資その他の資産合計 8,494 8,215

固定資産合計 57,315 56,257

繰延資産 63 78

資産合計 81,235 78,288

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,635 2,530

短期借入金 261 600

1年内返済予定の長期借入金 3,390 3,284

1年内償還予定の社債 840 860

未払法人税等 878 624

賞与引当金 418 420

返品調整引当金 39 27

その他 2,608 2,685

流動負債合計 11,071 11,033



（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) 

固定負債   

社債 1,420 2,160

長期借入金 22,613 18,289

繰延税金負債 3,010 2,629

再評価に係る繰延税金負債 713 625

退職給付引当金 333 344

役員退職慰労引当金 369 389

預り入会金 15,389 14,958

その他 1,566 1,440

固定負債合計 45,417 40,837

負債合計 56,489 51,870

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,806 9,806

利益剰余金 2,924 3,978

自己株式 △4 △4

株主資本合計 12,726 13,780

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 240 106

繰延ヘッジ損益 △27 △37

土地再評価差額金 △2,009 △1,496

為替換算調整勘定 △812 △975

その他の包括利益累計額合計 △2,608 △2,403

少数株主持分 14,627 15,040

純資産合計 24,745 26,418

負債純資産合計 81,235 78,288



（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 27,836 28,581

売上原価 19,635 19,042

売上総利益 8,200 9,538

販売費及び一般管理費 6,581 6,284

営業利益 1,619 3,254

営業外収益   

受取利息 70 23

受取配当金 53 45

償還差益 107 229

その他 214 234

営業外収益合計 446 532

営業外費用   

支払利息 394 342

その他 360 321

営業外費用合計 754 664

経常利益 1,310 3,123

特別利益   

投資有価証券売却益 － 85

その他 127 3

特別利益合計 127 89

特別損失   

固定資産除却損 18 21

投資有価証券評価損 38 18

その他 307 19

特別損失合計 363 58

税金等調整前四半期純利益 1,074 3,154

法人税等 720 1,076

少数株主損益調整前四半期純利益 354 2,077

少数株主利益 520 599

四半期純利益又は四半期純損失（△） △166 1,478



（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利益 354 2,077

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △152 △139

繰延ヘッジ損益 △48 △15

土地再評価差額金 － 88

為替換算調整勘定 △278 △155

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 △2

その他の包括利益合計 △486 △223

四半期包括利益 △132 1,854

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △669 1,259

少数株主に係る四半期包括利益 536 594



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	ヘッダー3: ㈱廣済堂（7868）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー4: ㈱廣済堂（7868）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー5: ㈱廣済堂（7868）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー6: ㈱廣済堂（7868）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー7: ㈱廣済堂（7868）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー8: ㈱廣済堂（7868）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー9: ㈱廣済堂（7868）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -


