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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年12月期第２四半期の業績（平成24年１月１日～平成24年６月30日） 
（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 12月期第２四半期 3,354 △2.4 217 105.3 216 105.5 86 416.6
23年 12月期第２四半期 3,437 △3.5 105 △60.2 105 △60.9 16 △88.2

 

 
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２四半期 15.00 ―
23年12月期第２四半期 2.90 ―

 
（２）財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

24年 12月期第２四半期 8,291 6,180 74.5 
23年 12月期 8,217 6,126 74.6 

（参考）自己資本    24年 12月期第２四半期   6,180百万円    23年 12月期   6,126百万円 

 
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   
23年 12月期 ― ― ― 15.00 15.00   
24年 12月期 ―    

24年 12月期(予想)  ― ― 15.00 15.00   

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成24年12月期の業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

通  期 6,850 1.5 280 60.4 280 47.5 150 165.7 25.91

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 



 

※ 注記事項  
 

（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 

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 
 
 

（３）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) 24年12月期２Ｑ 5,815,294株 23年12月期 5,815,294株

② 期末自己株式数 24年12月期２Ｑ 26,112株 23年12月期 26,012株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年12月期２Ｑ 5,789,248株 23年12月期２Ｑ 5,790,906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
おりますが、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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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「業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災からの復興事業による内需の下支えなどにより緩や

かに回復しつつあるものの、原油価格の高騰や電力供給不足の問題、欧州の財政懸念の再燃など依然として先行き

不透明な状況にあります。  

 フォーム印刷業界におきましては、電子媒体やデジタル化の進展により一般ビジネスフォーム印刷の需要が逓減

しており、その中で企業の経費削減や価格競争が激しくなるなど、厳しい経営環境となりました。 

 この様な情勢の中での結果、売上高3,354百万円（前年同四半期比2.4％減）、営業利益217百万円（同105.3％

増）、経常利益216百万円（同105.5％増）、四半期純利益86百万円（同416.6％増）となりました。 

 なお、売上状況につきましては、ビジネスフォーム1,512百万円（前年同四半期比7.7％減）、一般帳票類645百

万円（同0.7％減）、データプリント及び関連加工1,140百万円（同5.3％増）、サプライ商品55百万円（同15.5％

減）となっております。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて73百万円増加し、8,291百万円となりまし

た。資産の部においては、流動資産が111百万円増加し1,829百万円、固定資産が37百万円減少し6,461百万円とな

りました。また、負債の部においては、流動負債が25百万円増加し1,711百万円、固定負債が5百万円減少し399百

万円となりました。この結果、純資産の部においては、53百万円増加し6,180百万円となり、自己資本比率が

74.5％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ

81百万円増加し、373百万円となりました。  

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は479百万円（前年同四半期は339百万円の獲得）となりました。これは主として税

引前四半期純利益180百万円、減価償却費142百万円、投資有価証券評価損34百万円及び仕入債務の増加額57百万円

によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は63百万円（前年同四半期は23百万円の使用）となりました。これは主として有形

固定資産の取得による支出16百万円、無形固定資産の取得による支出10百万円、投資有価証券の取得による支出55

百万円及び投資有価証券の売却及び償還による収入17百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は334百万円（前年同四半期は341百万円の使用）となりました。これは主として短

期借入金の純減少額257百万円、長期借入金の返済による支出98百万円、配当金の支払86百万円及び長期借入れに

よる収入150百万円によるものであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年２月10日に公表いたしました通期の業績予想につきましては、変更はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

  

（３）追加情報  

（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） 

 第１四半期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（注記事項）に関する事項
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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12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 292,014 373,331

受取手形及び売掛金 1,130,169 1,150,774

製品 156,121 142,431

原材料 30,511 30,446

仕掛品 13,008 17,021

繰延税金資産 12,630 20,954

その他 88,716 103,682

貸倒引当金 △5,141 △9,088

流動資産合計 1,718,032 1,829,554

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,627,027 1,598,460

機械及び装置（純額） 350,419 306,008

土地 2,949,069 2,948,714

その他（純額） 284,827 317,850

有形固定資産合計 5,211,344 5,171,032

無形固定資産 138,210 130,641

投資その他の資産   

投資有価証券 586,410 685,226

保険積立金 313,041 266,163

繰延税金資産 59,477 19,165

その他 200,392 199,627

貸倒引当金 △9,061 △10,018

投資その他の資産合計 1,150,260 1,160,164

固定資産合計 6,499,814 6,461,838

資産合計 8,217,846 8,291,392

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 811,641 869,637

短期借入金 512,180 337,710

未払法人税等 16,274 108,217

賞与引当金 17,572 19,621

その他 328,136 376,014

流動負債合計 1,685,804 1,711,202

固定負債   

長期借入金 42,530 10,900

役員退職慰労引当金 113,329 119,089

資産除去債務 23,130 23,369

その他 226,387 246,198

固定負債合計 405,377 399,557

負債合計 2,091,182 2,110,759
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 798,288 798,288

資本剰余金 600,052 600,052

利益剰余金 4,827,239 4,827,247

自己株式 △17,748 △17,778

株主資本合計 6,207,832 6,207,810

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △81,167 △27,177

評価・換算差額等合計 △81,167 △27,177

純資産合計 6,126,664 6,180,633

負債純資産合計 8,217,846 8,291,392
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,437,263 3,354,048

売上原価 2,752,268 2,577,595

売上総利益 684,994 776,453

販売費及び一般管理費 579,258 559,382

営業利益 105,736 217,070

営業外収益   

受取利息 770 785

受取配当金 9,471 7,507

受取保険金 2,191 4,391

受取賃貸料 574 1,148

雑収入 3,086 2,825

営業外収益合計 16,094 16,658

営業外費用   

支払利息 9,444 6,637

保険解約損 4,718 －

貸倒引当金繰入額 － 7,355

雑損失 2,216 3,046

営業外費用合計 16,379 17,040

経常利益 105,451 216,688

特別利益   

固定資産売却益 5,200 1,383

投資有価証券売却益 5,912 427

特別利益合計 11,113 1,810

特別損失   

固定資産除却損 44 2,624

投資有価証券売却損 487 －

投資有価証券評価損 25,779 34,271

ゴルフ会員権評価損 50 300

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,589 －

減損損失 － 355

特別損失合計 34,951 37,552

税引前四半期純利益 81,613 180,946

法人税、住民税及び事業税 61,863 102,747

法人税等調整額 2,936 △8,647

法人税等合計 64,800 94,099

四半期純利益 16,812 86,847
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 81,613 180,946

減価償却費 154,019 142,649

減損損失 － 355

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,589 －

投資有価証券売却損益（△は益） △5,425 △427

投資有価証券評価損益（△は益） 25,779 34,271

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,480 5,760

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,500 △7,900

受取利息及び受取配当金 △10,241 △8,293

支払利息 9,444 6,637

有形固定資産除売却損益（△は益） △5,155 1,275

ゴルフ会員権評価損 50 300

売上債権の増減額（△は増加） △65,366 △20,605

たな卸資産の増減額（△は増加） 72,193 9,742

仕入債務の増減額（△は減少） 31,829 57,996

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,410 3,441

その他 50,294 83,208

小計 342,014 489,358

利息及び配当金の受取額 10,241 8,293

利息の支払額 △9,163 △6,489

法人税等の支払額 △3,416 △11,965

営業活動によるキャッシュ・フロー 339,675 479,196

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △13,787 △16,619

有形固定資産の売却による収入 7,677 1,700

無形固定資産の取得による支出 △6,460 △10,032

投資有価証券の売却及び償還による収入 32,632 17,743

投資有価証券の取得による支出 △43,440 △55,777

その他 △387 △187

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,765 △63,173

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △70,263 △257,300

リース債務の返済による支出 △35,259 △41,736

長期借入れによる収入 － 150,000

長期借入金の返済による支出 △148,592 △98,800

自己株式の取得による支出 △301 △29

配当金の支払額 △86,872 △86,839

財務活動によるキャッシュ・フロー △341,288 △334,705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,378 81,317

現金及び現金同等物の期首残高 319,845 292,014

現金及び現金同等物の四半期末残高 294,467 373,331
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

   

 当社は、印刷関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

 該当事項はありません。   

   

販売実績  

当第２四半期累計期間における販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。  

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

（７）重要な後発事象

４．補足情報

製品区分 
当第２四半期累計期間 

（自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

ビジネスフォーム（千円）    1,512,257    92.3

一般帳票類（千円）    645,863    99.3

データプリント及び関連加工（千円）    1,140,368    105.3

サプライ商品（千円）    55,559    84.5

合計（千円）    3,354,048    97.6
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