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1.  平成25年4月期第1四半期の業績（平成24年5月1日～平成24年7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 ％

25年4月期第1四半期 509 △6.7 △167 ― △161 ― △177 ―

24年4月期第1四半期 546 2.4 △136 ― △124 ― △124 ―

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4月期第1四半期 △47.10 ―

24年4月期第1四半期 △33.04 ―

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

25年4月期第1四半期 4,042 3,305 81.8 874.58
24年4月期 4,492 3,542 78.8 937.28

（参考） 自己資本   25年4月期第1四半期  3,305百万円 24年4月期  3,542百万円

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

24年4月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年4月期 ―

25年4月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3. 平成25年 4月期の業績予想（平成24年 5月 1日～平成25年 4月30日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 815 0.0 △500 ― △500 ― △500 ― △132.30

通期 2,830 0.0 20 31.1 50 △19.0 20 △51.2 5.29



(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） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年4月期1Q 3,813,000 株 24年4月期 3,813,000 株

② 期末自己株式数 25年4月期1Q 33,776 株 24年4月期 33,776 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年4月期1Q 3,779,224 株 24年4月期1Q 3,779,224 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1四半期（平成24年5月1日～7月31日）の経済情勢は、復興需要を背景に緩やかな回復を続けてまいりました

が、期間末あたりではその回復ペースは鈍くなっており、景気の先行きに不透明感が強まってまいりました。欧州

債務問題や中国など海外経済の減速から、生産や輸出に弱い動きが出てきており、景気や物価の見通しについて不

確実性があるとの見方も出ております。また、印刷業界においても紙・板紙の国内出荷量が2012年1～6月で前年同

期比1.6％減、7月で前年同月比1.7％減となる状況が示すとおり、パンフレットなど商業印刷用の印刷・情報用紙

が落ち込み、ペーパーレス化などにより、依然として、印刷需要は低迷いたしておりました。 

 このような経済環境の下、当社の第1四半期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

高は少子化や単価下落を招く業界の競争激化が続き昨年同四半期に比べ生産量が減少したこと等により前年同四半

期比7.1％減の336百万円となり、一般商業印刷部門の売上高は、発注量の低下や価格面での厳しさ等から前年同四

半期比5.9％減の173百万円となりまして、全売上高は、前年同四半期比6.7％減の509百万円となりました。 

 また、損益面におきましては、上記の売上高減少等により、営業損失167百万円（前年同四半期比30百万円損失

増）、経常損失161百万円（前年同四半期比37百万円損失増）、四半期純損失177百万円（前年同四半期比53百万円

損失増）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1四半期の売上高は年間売上高の4分の1前後になりませんし、損益につきましても固定費等発生が先行いた

しますので、第1四半期においては、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1四半期における財政状態につきましては、総資産が4,042百万円と前事業年度末に比べ450百万円減少とな

っておりますが、これは主として印刷機械等の設備代金や配当金の支払等に現預金を充当したこと等によるもので

あります。 

 また、純資産は3,305百万円と前事業年度末に比べ236百万円減少しておりますが、これは主に当第1四半期純損

失177百万円等によるものであります。 

 このような第1四半期における財政状態は、上記の年間売上高の季節変動に基づくものであり例年に比べて大き

な変化はありません。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

第2四半期累計期間および通期の業績見通しにつきましては、概ね予想通り推移しており、現時点におきましては

平成24年6月8日発表「平成24年4月期決算短信〔日本基準〕（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 

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 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期会計期間より、平成24年5月1日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第1四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失はそれ

ぞれ937千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（注記事項）に関する事項



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24年４月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,727,066 1,211,549

受取手形及び売掛金 458,469 317,701

商品及び製品 3,674 2,180

仕掛品 46,717 19,995

原材料及び貯蔵品 25,323 25,727

その他 12,566 17,350

貸倒引当金 △37,500 △35,500

流動資産合計 2,236,316 1,559,005

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 569,989 605,161

土地 929,190 929,190

その他（純額） 338,013 345,271

有形固定資産合計 1,837,193 1,879,623

無形固定資産 22,236 24,791

投資その他の資産   

その他 407,153 590,305

貸倒引当金 △10,000 △11,400

投資その他の資産合計 397,153 578,905

固定資産合計 2,256,583 2,483,320

資産合計 4,492,900 4,042,325

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 250,729 142,012

未払法人税等 19,696 9,785

賞与引当金 90,000 44,000

その他 260,804 211,818

流動負債合計 621,230 407,615

固定負債   

退職給付引当金 128,928 129,983

役員退職慰労引当金 176,756 179,161

資産除去債務 17,768 17,822

その他 6,019 2,501

固定負債合計 329,472 329,468

負債合計 950,703 737,084



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年７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 965,835 750,043

自己株式 △15,958 △15,958

株主資本合計 3,571,186 3,355,395

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,989 △50,154

評価・換算差額等合計 △28,989 △50,154

純資産合計 3,542,196 3,305,240

負債純資産合計 4,492,900 4,042,325



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 546,299 509,702

売上原価 545,104 534,440

売上総利益又は売上総損失（△） 1,194 △24,737

販売費及び一般管理費 137,491 142,536

営業損失（△） △136,297 △167,273

営業外収益   

受取利息 1,246 735

受取配当金 3,294 3,638

貸倒引当金戻入額 6,000 600

その他 1,457 845

営業外収益合計 11,998 5,819

経常損失（△） △124,298 △161,453

特別利益   

固定資産売却益 559 －

特別利益合計 559 －

特別損失   

投資有価証券評価損 1,084 －

固定資産除却損 28 16,545

特別損失合計 1,112 16,545

税引前四半期純損失（△） △124,850 △177,999

四半期純損失（△） △124,850 △177,999



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年７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（△） △124,850 △177,999

減価償却費 51,537 44,827

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,695 1,054

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,405 2,405

賞与引当金の増減額（△は減少） △51,000 △46,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,000 △600

受取利息及び受取配当金 △4,541 △4,374

固定資産除却損 28 16,545

固定資産売却損益（△は益） △559 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,084 －

売上債権の増減額（△は増加） 158,204 139,404

たな卸資産の増減額（△は増加） 40,881 27,812

仕入債務の増減額（△は減少） △102,690 △108,717

未払消費税等の増減額（△は減少） △52,273 △57,867

その他 3,646 △16,423

小計 △82,433 △179,931

利息及び配当金の受取額 4,178 4,619

法人税等の支払額 △10,002 △9,910

営業活動によるキャッシュ・フロー △88,257 △185,222

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 － △200,000

定期預金の払戻による収入 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △55,357 △86,529

無形固定資産の取得による支出 － △3,019

投資有価証券の取得による支出 △602 △602

その他 1,047 △5,952

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,912 3,896

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △33,717 △34,189

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,717 △34,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,887 △215,516

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,238 1,427,066

現金及び現金同等物の四半期末残高 955,351 1,211,549



 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。   

   

（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



（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．補足情報

 期別  

  

  

 区分 

前第1四半期 

(自 平成23年5月1日 

至 平成23年7月31日) 

当第1四半期 

(自 平成24年5月1日 

至 平成24年7月31日) 増減金額 増減率 

前事業年度 

(自 平成23年5月1日 

 至 平成24年4月30日）

金 額 構成比率 金 額 構成比率 金 額 構成比率

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

学校アルバム 361,848 66.2 336,139 65.9 △25,708 △7.1 2,029,777 71.8

一般商業印刷 184,451 33.8 173,563 34.1 △10,888 △5.9 798,112 28.2

合 計 546,299 100.0 509,702 100.0 △36,596 △6.7 2,827,889 100.0

期別 

  

  

 区分 

前第1四半期 

（自 平成23年5月1日 

至 平成23年7月31日) 

当第1四半期 

（自 平成24年5月1日 

至 平成24年7月31日) 

前事業年度 

（自 平成23年5月1日 

至 平成24年4月30日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

  千円 千円 千円 千円 千円 千円

学校アルバム 214,475 81,556 201,889 66,695 2,001,794 200,946

一般商業印刷 208,004 45,900 176,786 20,080 792,622 16,856

合 計 422,480 127,456 378,675 86,775 2,794,417 217,803
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