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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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12月期第1四半期 4,936 27.2 208 ― 215 694.9 465 ―
23年12月期第1四半期 3,880 △9.1 18 △90.0 27 △85.8 △179 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 474百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 △170百万円 （―％）

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12月期第1四半期 43.71 ―
23年12月期第1四半期 △17.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 20,099 8,523 42.4
23年12月期 17,414 7,709 44.3
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  8,522百万円 23年12月期  7,708百万円

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12月期 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00
24年12月期 6.00
24年12月期（予想） 6.00 6.00 6.00 24.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31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) 9,500 20.6 140 ― 170 ― 340 ― 31.54
通期 19,600 15.3 450 23.0 510 30.5 650 422.7 60.07



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

詳細は、[添付資料]Ｐ．２「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）野村信託銀行株式会社（従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式1,190,000株を期末自己株式数に含めて記載しております。 

※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。なお、業績予想に関する事項は、[添付資料]Ｐ．２「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

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   ：  無
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12月期1Q 12,106,800 株 23年12月期 9,990,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 1,190,120 株 23年12月期 120 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 10,640,958 株 23年12月期1Q 9,989,917 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、コンビニエンスストア、ネットサービス、アミューズメント

等堅調な伸びが続く業種や震災復興の需要拡大を受け好調な建設業等の好調業種がある一方、電子部品等の収益が

悪化する業種もあり、業種による格差が拡大しているものの、超円高の修正や海外経済の改善傾向を背景に、景気

は緩やかに持ち直して参りました。広告・宣伝の企業の出稿意欲も足元堅調に推移しつつあると言えます。 

 クリエイティブサービス業界におきましては、企業の広告宣伝活動が持ち直してまいりましたものの、従来型の

印刷ビジネスにおいては、スマートフォンや電子書籍等の情報媒体の多様化も一層進み、依然厳しい受注競争が続

いております。 

 当社企業グループは、店舗および外交営業によるきめ細かいサービスによって顧客開拓を行い、オンデマンド印

刷やサインディスプレイサービスに加え、付加価値印刷の提供、３ＤＣＧ制作などの、多岐にわたるクリエイティ

ブサービスをワンストップで提供することに注力しております。また従来の印刷情報用紙以外の情報媒体に対して

も、お客様にストレスを与えることなく提供できるよう体制強化を図ってまいりました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は49億36百万円(前年同期比27.2％増)、営業利益２億８

百万円(前年同期比1,025.0％増)、経常利益２億15百万円(前年同期比694.9％増)、四半期純利益は、負ののれん発

生益の計上及び新工場建設に伴い特別損失を計上したことで４億65百万円(前年同期は四半期純損失１億79百万円)

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１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて26億85百万円増加し、200億99百  

万円となりました。これは主に現金及び預金が10億21百万円、土地が13億29百万円増加したことによるものです。

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて18億71百万円増加し、115億75百万円 

となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が４億91百万円、資産除去債務が２億94百万円、長期借入金が２

億77百万円、社債が２億36百万円増加したことによるものです。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて８億13百万円増加し、85億23百万円

となりました。これは、主に四半期純利益４億65百万円、株式交換に伴う新株の発行による資本剰余金８億89百万

円の増加、及びE-Ship信託契約に係る従業員持株会専用信託口の会計処理による自己株式の取得４億97百万円によ

るものです。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年５月10日公表の「業績予想の修正及び特別利益並びに特別損失の計上に

関するお知らせ」をご覧ください。 

   

（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 

 該当事項はありません。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更）  

 当社は、土壌の有害物質を除去する義務に関しての資産除去債務及び、賃貸不動産の定期借地契約に伴う原状回

復義務等に関しての資産除去債務、並びに事業所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復に係る債務

を資産除去債務として認識しております。当第１四半期連結累計期間において、将来発生すると見込まれる土壌の

有害物質を除去する費用の見積額及び支出が見込まれる時期を変更したことに伴い、294,516千円を資産除去債務

に加算しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は、294,516千円減

少しております。 

   

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
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（４）追加情報  

① 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 当第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 信託型従業員持株インセンティブ・プラン 

 当社は、グループの従業員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生

の増進策として、持株会の拡充を通じて従業員の株式取得及び保有を促進することにより従業員の財産形成を支

援することを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」（以下「本プラン」といいます。）の

導入を決議し、平成24年1月30日付けで当社を委託者、野村信託銀行株式会社を受託者とするE-Ship信託契約を

締結しております。 

 本プランは、当社が信託銀行に従業員持株会専用信託（以下「従持信託」といいます。）を設定し、その設定

後約6.2年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託

から当社持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われます。 

 当社株式の取得及び処分については、当社が従持信託の債務を保証しているため、経済的実態を重視し、当社

と従持信託は一体であるとする会計処理をしております。 

 従いまして、従持信託が所有する当社株式や従持信託の資産及び負債並びに費用及び収益については、四半期

連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に含めて計上しております。 

 なお、平成24年３月31日現在において従持信託が所有する自己株式は1,190,000株であります。 
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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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,228,350 2,250,161

受取手形及び売掛金 3,731,868 4,319,090

商品及び製品 9,285 7,288

仕掛品 122,900 136,394

原材料及び貯蔵品 192,625 197,220

繰延税金資産 99,365 127,938

その他 1,058,308 522,229

貸倒引当金 △170,306 △177,826

流動資産合計 6,272,398 7,382,496

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,384,687 1,282,509

機械装置及び運搬具（純額） 791,552 1,031,416

土地 5,784,812 7,114,334

その他（純額） 145,466 199,031

有形固定資産合計 8,106,518 9,627,292

無形固定資産   

のれん 1,260,238 1,230,518

その他 530,881 496,623

無形固定資産合計 1,791,120 1,727,142

投資その他の資産   

投資有価証券 509,268 574,735

長期貸付金 12,775 10,075

繰延税金資産 105,917 146,826

敷金及び保証金 454,432 454,116

その他 225,192 207,385

貸倒引当金 △63,330 △30,739

投資その他の資産合計 1,244,255 1,362,399

固定資産合計 11,141,895 12,716,834

資産合計 17,414,293 20,099,330
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 604,091 1,095,740

短期借入金 4,600,000 4,600,000

1年内返済予定の長期借入金 888,337 880,000

未払法人税等 34,644 88,166

賞与引当金 － 164,606

繰延税金負債 2,869 733

資産除去債務 29,000 370,000

その他 907,913 1,168,100

流動負債合計 7,066,855 8,367,346

固定負債   

社債 － 236,761

長期借入金 1,805,500 2,082,790

退職給付引当金 292,561 328,995

繰延税金負債 417,411 432,209

資産除去債務 61,876 15,637

その他 60,400 112,236

固定負債合計 2,637,749 3,208,629

負債合計 9,704,605 11,575,976

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,279,600 1,279,600

資本剰余金 1,359,329 2,248,436

利益剰余金 5,069,743 5,474,938

自己株式 △55 △490,335

株主資本合計 7,708,617 8,512,639

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,567 11,966

為替換算調整勘定 △6,375 △2,140

その他の包括利益累計額合計 192 9,825

少数株主持分 878 889

純資産合計 7,709,687 8,523,353

負債純資産合計 17,414,293 20,099,330
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 3,880,049 4,936,742

売上原価 2,850,162 3,563,824

売上総利益 1,029,886 1,372,917

販売費及び一般管理費 1,011,384 1,164,757

営業利益 18,502 208,160

営業外収益   

受取利息 1,669 594

受取配当金 144 144

受取地代家賃 7,385 20,263

負ののれん償却額 15,561 －

その他 13,353 12,641

営業外収益合計 38,114 33,643

営業外費用   

支払利息 18,576 17,551

持分法による投資損失 8,344 7,513

その他 2,637 1,663

営業外費用合計 29,558 26,728

経常利益 27,058 215,074

特別利益   

固定資産売却益 14,693 4,260

負ののれん発生益 110,519 787,454

その他 7,759 8,188

特別利益合計 132,973 799,903

特別損失   

固定資産売却損 4,549 －

固定資産除却損 58,768 173,716

土壌浄化費用 － 294,516

減損損失 14,894 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 117,128 －

固定資産評価損 153,408 100,182

その他 － 34,582

特別損失合計 348,749 602,998

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△188,718 411,979

法人税、住民税及び事業税 13,212 16,046

法人税等調整額 △22,984 △69,209

法人税等合計 △9,772 △53,163

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△178,946 465,142

少数株主利益 421 8

四半期純利益又は四半期純損失（△） △179,367 465,133
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△178,946 465,142

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,689 5,398

持分法適用会社に対する持分相当額 1,311 4,234

その他の包括利益合計 8,001 9,633

四半期包括利益 △170,945 474,776

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △171,366 474,767

少数株主に係る四半期包括利益 421 8
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 該当事項はありません。   

    

    

（注）１．平成24年２月３日の成旺印刷株式会社との株式交換により、新たに普通株式を2,116,800株発行いた

しました。 

２．従業員持株会専用信託口による当社株式の取得であります。  

３．従業員持株会専用信託口から当社持株会への当社株式の売却であります。 

   

   

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

前連結会計年度末残高(千円)  1,279,600  1,359,329  5,069,743  △55  7,708,617

当第１四半期連結会計期間末ま

での変動額(累計) 
          

剰余金の配当      △59,939    △59,939

四半期純利益(累計)      465,133    465,133

株式交換による増加 (注)１    889,056          889,056

自己株式の取得  (注)２        △497,242  △497,242

自己株式の処分  (注)３    50    6,962  7,013

当第１四半期連結会計期間末ま

での変動額(累計)合計 
－  889,106  405,194  △490,280  804,021

当第１四半期連結会計期間末残

高(千円) 
 1,279,600  2,248,436  5,474,938  △490,335  8,512,639

（５）重要な後発事象
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