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１．平成25年3月期第２四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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２四半期 26,554 △2.6 △553 ― △239 ― △385 ―

 24年3月期第２四半期 27,270 1.1 △610 ― △305 ― △498 ―

(注) 包括利益 25年3月期第２四半期 △449百万円(―％) 24年3月期第２四半期 △449百万円(―％)

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２四半期 △4 .51 ―

 24年3月期第２四半期 △5 .82 ―

（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２四半期 57,393 36,784 63.8

 24年3月期 60,188 37,421 61.9

(参考) 自己資本 25年3月期第２四半期 36,619百万円 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 ─ 0 .00

 25年3月期(予想) ─ 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、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 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３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。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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２Ｑ 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２Ｑ 617,208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２Ｑ 85,654,089株  24年3月期２Ｑ 85,662,478株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 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２四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とした海外経済の減速、長期化する円高による国内景気の減速懸念な

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

進めるとともに、事業領域の拡大に向け、マーケティングや企画・制作、物流など印刷周辺分野に注力し

てまいりました。 

さらに、収益基盤の強化のため、生産設備の統廃合による生産リソースのグループ全体 適化を進めま

した。 

以上の結果、当第２四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265億５千４百万円

(前年同期比2.6％減)、営業損失は５億５千３百万円(前年同期は営業損失６億１千万円)、経常損失は２

億３千９百万円(前年同期は経常損失３億５百万円)、四半期純損失は３億８千５百万円(前年同期は四半

期純損失４億９千８百万円)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、書籍、雑誌ともに減少した結果、当部門の売上高は183億７千１百万円(前年同期比

6.6％減)となりました。 

商業印刷部門では、カタログ・パンフ、ＰＯＰなどが増加した結果、当部門の売上高は76億５千６百万

円(前年同期比11.6％増)となりました。 

(出版事業) 

出版事業では、小学校指導書の販売が減少した結果、当部門の売上高は５億２千５百万円(前年同期比

29.1％減)となりました。 

  

  

当第２四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ27億９千４百万円減少し、573億９千３百万円

となりました。これは主に現金及び預金の増加22億円、受取手形及び売掛金の減少44億９千５百万円、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21億５千８百万円減少し、206億８百万円となりました。これは

主に支払手形及び買掛金の減少18億５千６百万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６億３千６百万円減少し、367億８千４百万円となりました。

これは主に利益剰余金の減少５億５千７百万円によるものであります。 

  

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
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(キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報) 

当第２四半期連結累計期間における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べ22億７百万円

増加し、105億５百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローとそれらの増減要因は以下のとおりでありま

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、前年同期に比べ４億４千６百万円増加し、21億８千９百万円となりま

した。これは主に売上債権の減少45億２千２百万円及び仕入債務の減少18億５千６百万円によるものであ

ります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

投資活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ８億３千２百万円増加し、２億４百万円となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得による支出５億１千万円及び有価証券の償還による収入９億円による

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、前年同期に比べ１千２百万円増加し、１億８千６百万円となりまし

た。これは主に配当金を１億７千１百万円支払ったこと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。 

  

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、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２四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。 

  

  

（３）連結業績予想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

（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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,975 4,175

受取手形及び売掛金 18,369 13,874

有価証券 7,331 6,432

商品及び製品 336 288

仕掛品 960 1,496

原材料及び貯蔵品 359 375

繰延税金資産 346 275

その他 360 324

貸倒引当金 △59 △44

流動資産合計 29,980 27,197

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,143 23,077

減価償却累計額 △11,052 △11,346

建物及び構築物（純額） 12,090 11,730

機械装置及び運搬具 27,342 25,818

減価償却累計額 △24,140 △22,836

機械装置及び運搬具（純額） 3,201 2,981

工具、器具及び備品 1,456 1,408

減価償却累計額 △1,239 △1,211

工具、器具及び備品（純額） 217 196

土地 9,255 9,255

建設仮勘定 8 443

有形固定資産合計 24,773 24,607

無形固定資産   

のれん 18 6

その他 212 183

無形固定資産合計 231 189

投資その他の資産   

投資有価証券 3,175 3,246

繰延税金資産 1,760 1,905

その他 387 340

貸倒引当金 △119 △91

投資その他の資産合計 5,204 5,399

固定資産合計 30,208 30,196

資産合計 60,188 57,393
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,131 12,274

1年内返済予定の長期借入金 800 －

未払法人税等 231 55

未払消費税等 274 154

賞与引当金 677 548

役員賞与引当金 32 14

返品調整引当金 20 2

設備関係支払手形 136 265

その他 2,451 2,391

流動負債合計 18,754 15,707

固定負債   

長期借入金 － 800

退職給付引当金 3,790 3,864

役員退職慰労引当金 143 160

資産除去債務 75 73

その他 3 3

固定負債合計 4,012 4,901

負債合計 22,767 20,608

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 6,327

自己株式 △172 △173

株主資本合計 37,100 36,542

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 147 76

その他の包括利益累計額合計 147 76

少数株主持分 172 165

純資産合計 37,421 36,784

負債純資産合計 60,188 57,393
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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２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 27,270 26,554

売上原価 23,785 23,334

売上総利益 3,485 3,219

販売費及び一般管理費   

運搬費 1,020 1,051

役員報酬及び給料手当 1,725 1,633

賞与引当金繰入額 217 175

役員賞与引当金繰入額 16 15

退職給付費用 83 82

役員退職慰労引当金繰入額 26 26

貸倒引当金繰入額 △10 △29

その他 1,015 817

販売費及び一般管理費合計 4,096 3,773

営業損失（△） △610 △553

営業外収益   

受取利息 15 17

受取配当金 250 252

その他 52 57

営業外収益合計 319 328

営業外費用   

支払利息 14 4

その他 1 9

営業外費用合計 15 14

経常損失（△） △305 △239

特別利益   

固定資産売却益 3 13

特別利益合計 3 13

特別損失   

固定資産除売却損 31 104

リース解約損 － 30

子会社株式売却損 18 －

投資有価証券評価損 － 18

固定資産撤去費用 － 21

その他 3 0

特別損失合計 53 175

税金等調整前四半期純損失（△） △355 △400

法人税、住民税及び事業税 76 11

法人税等調整額 45 △33

法人税等合計 121 △22

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △477 △378

少数株主利益 21 7

四半期純損失（△） △498 △385
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △477 △378

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 28 △71

その他の包括利益合計 28 △71

四半期包括利益 △449 △449

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △470 △457

少数株主に係る四半期包括利益 21 7
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △355 △400

減価償却費 1,032 890

のれん償却額 84 12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28 74

前払年金費用の増減額（△は増加） 2 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △11 △128

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 △42

受取利息及び受取配当金 △266 △270

支払利息 14 4

有形固定資産除売却損益（△は益） 27 90

リース解約損 － 30

子会社株式売却損益（△は益） 18 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 18

売上債権の増減額（△は増加） 3,670 4,522

たな卸資産の増減額（△は増加） △542 △503

仕入債務の増減額（△は減少） △1,751 △1,856

その他 △335 △338

小計 1,605 2,106

利息及び配当金の受取額 267 273

利息の支払額 △14 △9

法人税等の支払額 △185 △250

法人税等の還付額 69 69

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,743 2,189

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 △2 △2

定期預金の払戻による収入 7 8

有価証券の取得による支出 △497 －

有価証券の償還による収入 300 900

有形固定資産の取得による支出 △217 △510

有形固定資産の売却による収入 3 18

投資有価証券の取得による支出 △345 △400

投資有価証券の償還による収入 － 200

子会社株式の売却による収入 70 －

無形固定資産の取得による支出 △75 △16

貸付金の回収による収入 3 5

その他 125 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △628 204

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 800

長期借入金の返済による支出 － △800

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △172 △171

少数株主への配当金の支払額 △0 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △174 △186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 941 2,207

現金及び現金同等物の期首残高 8,349 8,298

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,291 10,505
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９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) 

 
  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 26,529 741 27,270 ― 27,270

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

276 ― 276 △276 ―

計 26,806 741 27,547 △276 27,270

セグメント損失(△) △362 △238 △601 △9 △610

(単位：百万円)

損失 金額

報告セグメント計 △601

のれんの償却額 △12

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(△) △610
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当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９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 26,028 525 26,554 ― 26,554

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

161 ― 161 △161 ―

計 26,189 525 26,715 △161 26,554

セグメント損失(△) △237 △306 △544 △9 △553

(単位：百万円)

損失 金額

報告セグメント計 △544

のれんの償却額 △12

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(△) △553

（６）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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