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1.  平成24年4月期第3四半期の業績（平成23年5月1日～平成24年1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3四半期 1,042 1.3 △554 ― △537 ― △578 ―

23年4月期第3四半期 1,028 4.6 △614 ― △594 ― △652 ―

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3四半期 △153.16 ―

23年4月期第3四半期 △172.68 ―

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3四半期 3,939 2,939 74.6 777.71
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3四半期  2,939百万円 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 ― 0.00 ―

24年4月期（予想） 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、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 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3Q 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3Q 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3Q 3,779,224 株 23年4月期3Q 3,779,395 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に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3四半期累計期間（平成23年5月1日～平成24年1月31日）の経済情勢は、10～12月期の国内総生産（GDP）が

年率換算で2.3％減となったことが示すとおり、円高や世界経済の低迷で輸出が大きく減り、2四半期ぶりにマイナ

ス成長となりました。また、印刷業界におきましては、平成24年1月の紙・板紙国内出荷量は前年同月比4.2％減

で、全品種の出荷量が前年同月を下回るのは、昨年7月以来と印刷需要は減少しておりました。 

 このような経営環境の下、当社の第3四半期累計期間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期間比0.6％増の442百万円となり、一般商業印刷部門の売上高は前年同期間比1.8％増の599百

万円となりまして、全売上高は前年同期間比1.3％増の1,042百万円となりました。 

 また、損益面におきましては、営業損失554百万円（前年同期間比60百万円損失減）、経常損失537百万円（前年

同期間比57百万円損失減）、四半期純損失578百万円（前年同期間比73百万円損失減）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3四半期累計期間の売上高は年間売上高の4分の3前後にはなりませんし、損益につきましても固定費等の発

生が先行いたしますので、第3四半期累計期間においては、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3四半期末における財政状態につきましては、総資産が3,939百万円と前事業年度末に比べ538百万円減少と

なっております。これは主として上記売上高の季節変動に起因する現預金671百万円の減少、たな卸資産の452百万

円増加といった内容の変化はありますが、例年に比べ大きな変化はありません。 

 また、純資産は2,939百万円と前事業年度末に比べ616百万円減少しておりますが、これも同じく売上高の季節変

動による当第3四半期累計期間純損失578百万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 

  通期の見通しにつきましては、概ね予想どおり推移しており、平成23年6月10日発表「平成23年4月期決算短信

（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 

 該当事項はありません。   

   

（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３四半期会計期間 
(平成24年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,632,238 960,600

受取手形及び売掛金 464,125 173,736

商品及び製品 6,519 293,527

仕掛品 60,505 220,556

原材料及び貯蔵品 28,537 34,173

その他 12,190 23,383

貸倒引当金 △69,000 △66,500

流動資産合計 2,135,117 1,639,479

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 682,291 618,510

土地 929,190 929,190

その他（純額） 355,222 344,090

有形固定資産合計 1,966,703 1,891,791

無形固定資産 17,860 23,814

投資その他の資産   

その他 367,433 393,196

貸倒引当金 △8,800 △8,800

投資その他の資産合計 358,633 384,396

固定資産合計 2,343,198 2,300,002

資産合計 4,478,315 3,939,482

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 255,230 207,140

未払法人税等 20,592 7,463

賞与引当金 97,000 44,000

その他 231,518 416,473

流動負債合計 604,341 675,077

固定負債   

退職給付引当金 123,332 127,732

役員退職慰労引当金 167,136 174,351

資産除去債務 17,553 17,714

その他 10,320 5,464

固定負債合計 318,342 325,263

負債合計 922,683 1,000,340



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年１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 962,646 346,021

自己株式 △15,958 △15,958

株主資本合計 3,567,998 2,951,372

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,366 △12,230

評価・換算差額等合計 △12,366 △12,230

純資産合計 3,555,632 2,939,141

負債純資産合計 4,478,315 3,939,482



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年１月31日) 

売上高 1,028,960 1,042,368

売上原価 1,223,539 1,186,860

売上総損失（△） △194,579 △144,492

販売費及び一般管理費 420,412 409,522

営業損失（△） △614,992 △554,014

営業外収益   

受取利息 3,506 3,034

受取配当金 4,644 6,327

貸倒引当金戻入額 － 2,500

その他 11,993 4,703

営業外収益合計 20,144 16,564

経常損失（△） △594,848 △537,450

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 4,900 －

固定資産売却益 － 559

特別利益合計 6,500 559

特別損失   

投資有価証券評価損 822 29,352

役員退職慰労金 1,600 －

固定資産除却損 49,052 12,591

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 64,268 41,943

税引前四半期純損失（△） △652,616 △578,833

法人税等合計 － －

四半期純損失（△） △652,616 △578,833



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年１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（△） △652,616 △578,833

減価償却費 185,250 155,831

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,562 4,400

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,552 7,215

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,000 △53,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,900 △2,500

受取利息及び受取配当金 △8,151 △9,361

投資有価証券評価損益（△は益） 822 29,352

固定資産売却損益（△は益） － △559

固定資産除却損 49,052 12,591

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） 218,313 290,406

たな卸資産の増減額（△は増加） △449,376 △452,695

仕入債務の増減額（△は減少） △39,998 △48,090

その他の流動負債の増減額（△は減少） 234,121 251,870

未払消費税等の増減額（△は減少） △59,504 △72,833

その他 4,469 △6,209

小計 △547,608 △472,416

利息及び配当金の受取額 8,107 10,210

法人税等の支払額 △12,164 △13,128

営業活動によるキャッシュ・フロー △551,665 △475,334

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 △300,000 －

定期預金の払戻による収入 100,000 200,000

有形固定資産の取得による支出 △191,052 △90,579

無形固定資産の取得による支出 △6,780 △8,445

有形固定資産の売却による収入 － 439

投資有価証券の取得による支出 △1,803 △1,804

その他 15,321 △58,310

投資活動によるキャッシュ・フロー △384,315 41,300

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 △37,884 △37,603

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,114 △37,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △974,095 △471,638

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 363,862 660,600



 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。   

   

   

（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  

   

  

（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

５．補足情報

区分 

前第3四半期累計期間 

 (自 平成22年5月1日 

 至 平成23年1月31日) 

当第3四半期累計期間 

 (自 平成23年5月1日 

 至 平成24年1月31日) 
増減金額

（千円）

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 

（千円） 

構成比率

（％） 

金額 

（千円） 

構成比率 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比率 

（％） 

学校アルバム 439,771 42.7 442,559 42.5 2,787 0.6 2,017,305 71.4

一般商業印刷 589,188 57.3 599,809 57.5 10,620 1.8 809,376 28.6

計 1,028,960 100.0 1,042,368 100.0 13,408 1.3 2,826,682 100.0

区分 

前第3四半期累計期間 

（自 平成22年5月1日 

至 平成23年1月31日) 

当第3四半期累計期間 

（自 平成23年5月1日 

至 平成24年1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 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

学校アルバム 1,480,176 1,256,212 1,482,453 1,268,822 2,030,426 228,928

一般商業印刷 609,574 38,244 608,082 30,620 813,864 22,346

計 2,089,750 1,294,456 2,090,535 1,299,442 2,844,291 251,275
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