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(百万円未満切捨て)

１．平成25年3月期第１四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第１四半期 13,327 0.0 △330 ─ △49 ─ △89 ─
24年3月期第１四半期 13,323 0.5 △550 ─ △268 ─ △264 ─

(注) 包括利益 25年3月期第１四半期 △145百万円(─％) 24年3月期第１四半期 △236百万円(─％)

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

 25年3月期第１四半期 △1 .04 ─
 24年3月期第１四半期 △3 .08 ─

（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 ％

 25年3月期第１四半期 59,614 37,090 61.9

 24年3月期 60,188 37,421 61.9

(参考) 自己資本 25年3月期第１四半期 36,925百万円 24年3月期 37,248百万円

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

 24年3月期 ─ 0 .00 ─ 2 .00 2 .00

 25年3月期 ─

 25年3月期(予想) 0 .00 ─ 2 .00 2 .00

３．平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 28,000 2.7 △500 ― △200 ― △420 ― △4 .90
通期 60,000 0.4 550 4.8 950 4.6 370 △21.4 4 .32



  

 

 
（注） 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と

区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページの「２．サマリー情

報（注記事項）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。 
  

 
  

・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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。ま

た、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 ： 有

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

（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)  25年3月期1Ｑ 86,267,808株  24年3月期 86,267,808株

② 期末自己株式数  25年3月期1Ｑ 611,939株  24年3月期 610,633株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  25年3月期1Ｑ 85,656,382株  24年3月期1Ｑ 85,663,636株

※ 四半期レビュー手続の実施状況の表示

※ 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１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興需要等により緩やかな回復傾向

にありますが、欧州債務危機を背景にした海外経済の減速、今夏の電力供給不足懸念など、依然として先

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、スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、電子書籍が堅調に成長して

いるものの、出版市場全体としては依然として縮小傾向にあり、厳しい状況で推移しました。 

このような状況の中で当社グループは、収益力強化のため、既存顧客の深耕や新規顧客の開拓を強力に

進めました。また、事業領域の拡大に向けて、マーケティングや企画・制作、物流など印刷周辺分野にも

注力するとともに、総合品質保証体制の推進に努めました。 

さらに、収益基盤の強化のため、生産設備の統廃合を行い、生産体制 適化の整備を進めました。 

以上の結果、当第１四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133億２千７百万円

(前年同期比0.0％増)、営業損失は３億３千万円(前年同期は営業損失５億５千万円)、経常損失は４千９

百万円(前年同期は経常損失２億６千８百万円)、四半期純損失は８千９百万円(前年同期は四半期純損失

２億６千４百万円)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、コミック、雑誌などが減少した結果、当部門の売上高は94億１千４百万円(前年同

期比5.3％減)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増加した結果、当部門の売上高は36億４百万円(前

年同期比14.4％増)となりました。 

(出版事業) 

出版部門では、中学校教科書新版に伴う準拠図書の販売が増加した結果、当部門の売上高は３億７百万

円(前年同期比30.8％増)となりました。 

  

当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ５億７千４百万円減少し、596億１千４百万円

となりました。これは主に現金及び預金の増加25億１千万円、受取手形及び売掛金の減少26億８百万円、

有価証券の減少８億９千９百万円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２億４千３百万円減少し、225億２千４百万円となりました。こ

れは主に支払手形及び買掛金の減少８億４千３百万円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３億３千１百万円減少し、370億９千万円となりました。これ

は主に利益剰余金の減少２億６千万円によるものであります。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月８日に公表いたしました「平成24年３月

期 決算短信」における連結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。  

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これによる、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与え

る影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,975 4,486

受取手形及び売掛金 18,369 15,761

有価証券 7,331 6,432

商品及び製品 336 320

仕掛品 960 980

原材料及び貯蔵品 359 374

繰延税金資産 346 461

その他 360 413

貸倒引当金 △59 △49

流動資産合計 29,980 29,180

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,143 23,211

減価償却累計額 △11,052 △11,267

建物及び構築物（純額） 12,090 11,944

機械装置及び運搬具 27,342 25,794

減価償却累計額 △24,140 △22,690

機械装置及び運搬具（純額） 3,201 3,104

工具、器具及び備品 1,456 1,458

減価償却累計額 △1,239 △1,249

工具、器具及び備品（純額） 217 208

土地 9,255 9,255

建設仮勘定 8 238

有形固定資産合計 24,773 24,751

無形固定資産   

のれん 18 12

その他 212 200

無形固定資産合計 231 212

投資その他の資産   

投資有価証券 3,175 3,470

繰延税金資産 1,760 1,739

その他 387 370

貸倒引当金 △119 △110

投資その他の資産合計 5,204 5,469

固定資産合計 30,208 30,433

資産合計 60,188 59,614
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,131 13,287

1年内返済予定の長期借入金 800 －

未払法人税等 231 67

未払消費税等 274 176

賞与引当金 677 208

役員賞与引当金 32 7

返品調整引当金 20 15

設備関係支払手形 136 256

その他 2,451 3,655

流動負債合計 18,754 17,675

固定負債   

長期借入金 － 800

退職給付引当金 3,790 3,827

役員退職慰労引当金 143 145

資産除去債務 75 72

その他 3 3

固定負債合計 4,012 4,848

負債合計 22,767 22,524

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 6,885 6,624

自己株式 △172 △173

株主資本合計 37,100 36,840

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 147 85

その他の包括利益累計額合計 147 85

少数株主持分 172 164

純資産合計 37,421 37,090

負債純資産合計 60,188 59,614
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 13,323 13,327

売上原価 11,814 11,770

売上総利益 1,509 1,556

販売費及び一般管理費   

運搬費 482 515

役員報酬及び給料手当 911 869

賞与引当金繰入額 69 49

役員賞与引当金繰入額 8 7

退職給付費用 42 42

役員退職慰労引当金繰入額 10 9

貸倒引当金繰入額 △13 △19

その他 548 410

販売費及び一般管理費合計 2,060 1,887

営業損失（△） △550 △330

営業外収益   

受取利息 7 9

受取配当金 250 252

その他 31 21

営業外収益合計 289 283

営業外費用   

支払利息 7 2

その他 0 0

営業外費用合計 7 2

経常損失（△） △268 △49

特別利益   

固定資産売却益 － 13

特別利益合計 － 13

特別損失   

固定資産除売却損 5 36

子会社株式売却損 18 －

投資有価証券評価損 － 9

固定資産撤去費用 － 19

その他 0 0

特別損失合計 24 64

税金等調整前四半期純損失（△） △293 △100

法人税、住民税及び事業税 70 42

法人税等調整額 △114 △59

法人税等合計 △43 △17

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △250 △82

少数株主利益 13 6

四半期純損失（△） △264 △89
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △250 △82

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 13 △62

その他の包括利益合計 13 △62

四半期包括利益 △236 △145

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △250 △151

少数株主に係る四半期包括利益 13 6
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該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30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) 

 
  

（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 13,088 235 13,323 ― 13,323

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

157 ― 157 △157 ―

計 13,245 235 13,481 △157 13,323

セグメント損失(△) △274 △274 △548 △2 △550

(単位：百万円)

損失 金額

報告セグメント計 △548

のれんの償却額 △6

セグメント間取引消去 3

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △550
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当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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) 

 
  

該当事項はありません。 

(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 13,019 307 13,327 ― 13,327

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

83 ― 83 △83 ―

計 13,102 307 13,410 △83 13,327

セグメント損失(△) △230 △97 △327 △3 △330

(単位：百万円)

損失 金額

報告セグメント計 △327

のれんの償却額 △6

セグメント間取引消去 2

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △330

（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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