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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 23,632 △2.6 185 △28.7 219 △14.3 51 △17.0
23年3月期第3四半期 24,268 △6.1 259 ― 256 ― 61 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 0百万円 （△99.1％） 23年3月期第3四半期 43百万円 （―％）

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 6.27 ―
23年3月期第3四半期 7.57 ―

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 28,110 13,516 47.7
23年3月期 29,211 13,596 46.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  13,404百万円 23年3月期  13,497百万円

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 ― 7.00 ― 5.00 12.00
24年3月期 ― 5.00 ―
24年3月期（予想） 5.00 10.00

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 32,500 △2.7 320 △25.7 300 △28.2 120 △4.3 14.75



(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  
新規 ―社 （社名）                                    、除外 一社 （社名）  
             

(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  

(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
半期決算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、四半期決
算短信（添付資料）2ページ「（３）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

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3月期3Q 8,781,000 株 23年3月期 8,781,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 645,452 株 23年3月期 645,373 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 8,135,588 株 23年3月期3Q 8,135,627 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、東日本大震災の復興需要に伴う消費回復などにより一部景況

の持ち直しが見られたものの、原発問題の解決の長期化や欧州諸国の財政不安、円高の進行などにより景気下振れ

懸念が高まるなど、先行きの不透明な状況が続いております。  

 印刷業界においても、デジタル化の進展による印刷市場の縮小や同業者間の激しい受注競争が続くほか、得意先

となる各企業が広告宣伝費用を縮小するなどしており、印刷関連需要は低調に推移いたしました。  

 こうした状況下、当社グループは、お客様の販売促進活動、広報・ＩＲ活動など様々なコミュニケーション・ニ

ーズに対して適切な解決策をご提供するソリューション活動を展開するとともに、隠れた顧客満足を掘り起こす創

注活動に取り組み、一層の市場開拓、市場深耕を進めてまいりました。また操業度の低下に対応するため、予算管

理の強化などによる固定費の削減、内製化促進などによる外注費の削減に取り組むほか、各職場で生産性の向上施

策に取り組み、コスト競争力の強化を図って受注拡大に努めてまいりました。  

 こうした取り組みを行いましたものの、当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は236億32百

万円（前年同四半期比2.6％減）となりました。利益面では、営業利益１億85百万円（前年同四半期比28.7％

減）、経常利益２億19百万円（前年同四半期比14.3％減）、四半期純利益51百万円（前年同四半期比17.0％減）と

なりました。  

 当第３四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は、以下のとおりであります。  

（印刷）  

 お客様各社においては、印刷物のデジタル媒体への移行が進むほか、東日本大震災の影響による広告宣伝活動自

粛とその後の円高等の影響による印刷関連予算の縮小を受け、印刷物の発注量が減少しております。  

 こうした環境下において、タブレット端末など新しいデジタルメディアを活用したソリューション提案活動の強

化や創注活動などを展開し、新規開拓と市場深耕に注力してまいりました。また、用紙の値上がりを抑えるための

仕入価格交渉の強化や代替品の検討などを進めるとともに、予算管理の強化などによる固定費の削減、内製化促進

による外注費の削減などに取り組むほか工場の生産性向上に取り組むなど、原価低減に向けた施策を積極的に進め

てまいりました。  

 このような取り組みを進めましたものの、印刷セグメントの売上高は、印刷需要の減少を補い切るまでには至ら

ず、151億６百万円（前年同四半期比4.7％減）となりました。営業利益は、売上高減少に伴う操業度低下と、用紙

値上がり分の売価転嫁ができなかった部分の影響を受け、98百万円（前年同四半期比30.3％減）となりました。 

（物販）  

 物販の主要販売先である印刷業界が継続的な業績不振にある中、当第３四半期連結累計期間においては、震災で

被災されたお客様への復興支援に取り組むとともに、不足がちな資材の安定供給に努めました。さらに市場競争力

のある自社ブランド商品の展開、デジタル関連機器などによる新しい顧客層の開拓、お客様の製品の付加価値向上

につながる新しい商材の提案を推進してまいりました。  

 こうした取り組みにより、物販セグメントの売上高は91億94百万円（前年同期比2.2％増）となりました。しか

しながら営業利益は、競合激化による売上原価率の悪化による粗利益の低下と、不良債権の発生による販売管理費

の増加により67百万円（前年同四半期比25.7％減）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末の資産の部は、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ11億

１百万円減少し、281億10百万円となりました。  

 負債の部は、支払手形及び買掛金、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ10億21百万円減少し、

145億93百万円となりました。  

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べ80百万円減少し、135億16百万円となり、自己資本比率は47.7％となり

ました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年３月期の通期の業績予想については、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想の数値からの変更

はございません。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．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）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 

税金費用については、当連結会計年度の税引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、税引前当期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

    

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しておりま

す。  

  

  

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：千円）

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 4,129,696 3,362,240

受取手形及び売掛金 8,796,225 7,923,774

有価証券 － 50,000

商品及び製品 676,205 782,051

仕掛品 271,491 555,094

原材料及び貯蔵品 130,789 143,973

繰延税金資産 394,292 394,292

その他 422,534 544,432

貸倒引当金 △179,306 △168,085

流動資産合計 14,641,927 13,587,774

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,394,822 4,191,604

機械装置及び運搬具（純額） 809,709 706,651

土地 5,483,140 5,483,140

リース資産（純額） 299,334 320,314

その他（純額） 169,558 155,330

有形固定資産合計 11,156,565 10,857,041

無形固定資産 331,019 376,389

投資その他の資産   

投資有価証券 1,326,850 1,440,850

繰延税金資産 712,219 765,327

その他 1,836,215 1,905,654

貸倒引当金 △792,994 △822,764

投資その他の資産合計 3,082,290 3,289,067

固定資産合計 14,569,874 14,522,498

資産合計 29,211,802 28,110,273
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（単位：千円）

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 6,602,294 6,359,151

短期借入金 1,970,000 1,820,000

1年内返済予定の長期借入金 738,546 685,074

リース債務 109,560 134,620

未払法人税等 105,328 84,269

賞与引当金 367,414 179,797

その他の引当金 18,658 14,652

その他 1,052,014 781,514

流動負債合計 10,963,816 10,059,081

固定負債   

長期借入金 2,280,881 2,172,657

リース債務 224,508 270,968

長期未払金 130,230 86,640

退職給付引当金 1,787,575 1,783,991

資産除去債務 168,503 171,369

その他 59,840 49,190

固定負債合計 4,651,538 4,534,817

負債合計 15,615,354 14,593,898

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,937,920 1,937,920

資本剰余金 1,793,446 1,793,446

利益剰余金 10,103,700 10,073,435

自己株式 △497,086 △497,124

株主資本合計 13,337,981 13,307,677

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 159,701 97,106

その他の包括利益累計額合計 159,701 97,106

少数株主持分 98,764 111,590

純資産合計 13,596,447 13,516,374

負債純資産合計 29,211,802 28,110,273
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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：千円）

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 24,268,665 23,632,550

売上原価 19,882,868 19,344,916

売上総利益 4,385,797 4,287,633

割賦販売未実現利益戻入額 4,770 1,614

差引売上総利益 4,390,568 4,289,248

販売費及び一般管理費 4,130,890 4,104,007

営業利益 259,678 185,240

営業外収益   

受取配当金 20,704 25,647

受取賃貸料 12,781 12,355

受取保険金 16,810 5,074

貸倒引当金戻入額 － 21,922

その他 33,318 31,396

営業外収益合計 83,614 96,396

営業外費用   

支払利息 66,085 55,509

その他 20,698 6,302

営業外費用合計 86,784 61,811

経常利益 256,508 219,826

特別利益   

固定資産売却益 2,198 4,378

投資有価証券売却益 － 833

貸倒引当金戻入額 27,995 －

その他 3,700 －

特別利益合計 33,894 5,211

特別損失   

固定資産処分損 26,699 17,693

投資有価証券評価損 18,359 3,474

退職給付費用 － 5,675

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 17,624 －

設備移設費用 － 40,693

その他 20,962 12,382

特別損失合計 83,645 79,918

税金等調整前四半期純利益 206,756 145,118

法人税等 134,835 82,140

少数株主損益調整前四半期純利益 71,921 62,978

少数株主利益 10,332 11,887

四半期純利益 61,589 51,090
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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：千円）

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 71,921 62,978

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △27,640 △62,595

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,108 －

その他の包括利益合計 △28,748 △62,595

四半期包括利益 43,172 383

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 32,840 △11,504

少数株主に係る四半期包括利益 10,332 11,887

竹田印刷㈱（7875）平成24年３月期　第３四半期決算短信

－7－



該当事項はありません。   

   

Ⅰ 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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１ セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去が含まれております。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１ セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去が含まれております。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

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）セグメント情報等

  （単位:千円）

  

報告セグメント 

計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 印刷 物販 

売上高      

(1）外部顧客への売上高  15,841,699  8,426,965  24,268,665  －  24,268,665

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高 
 4,934  568,941  573,875 （ ）573,875  －

計  15,846,634  8,995,907  24,842,541 （ ）573,875  24,268,665

セグメント利益  141,077  90,250  231,327  28,350  259,678

  （単位:千円）

  

報告セグメント 

計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 印刷 物販 

売上高      

(1）外部顧客への売上高  15,100,797  8,531,753  23,632,550  －  23,632,550

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高 
 5,760  662,941  668,702 （ ）668,702  －

計  15,106,558  9,194,694  24,301,253 （ ）668,702  23,632,550

セグメント利益  98,385  67,018  165,403  19,837  185,240

（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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