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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9月30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3四半期 14,477 18.3 409 192.3 431 178.8 594 ―
23年12月期第3四半期 12,236 3.5 139 53.5 154 9.3 △66 ―

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 602百万円 （―％） 23年12月期第3四半期 △57百万円 （―％）

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3四半期 54.67 ―
23年12月期第3四半期 △6.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 19,804 8,572 43.3
23年12月期 17,414 7,709 44.3
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  8,571百万円 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 6.00 6.00
24年12月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

通期 19,800 16.5 600 64.0 700 79.1 800 543.3 73.54



(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 

(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1,064,600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。 

※  注記事項

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3Q 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3Q 1,064,720 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3Q 10,875,957 株 23年12月期3Q 9,989,913 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ………………………………………………………………………  2

（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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………………………………  2

（４）追加情報 ………………………………………………………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………………  4

（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 …………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 …………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 …………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………………………………  8

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………………………………  8

（５）重要な後発事象 ………………………………………………………………………………………………  8

東京リスマチック株式会社(7861)　平成24年12月期　第3四半期決算短信

－1－



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、自動車販売の回復や復興関連の支出増を受けて、個人消費の

持ち直しが見られましたが、欧州の債務危機による世界経済の減速や円高の長期化、加えて日中関係の急速な悪化

により景気減速懸念が強まっており、先行きが不透明な状況となっております。 

 当社企業グループの属する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・宣伝の出稿意欲は回復基

調で推移しておりましたが、今後は予断を許さない状況であります。また、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・ＡＲ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。 

 加えて、販売の増強やシナジー効果が期待できるＭ＆Ａについては積極的に進めております。 

 当第３四半期連結累計期間の業績は、第２四半期連結会計期間より成旺印刷株式会社が連結業績に加わったこと

や企業のイベントや広告・宣伝活動が積極化したこと及び拡販活動の成果により、売上高は144億77百万円(前年同

期比18.3％増)、営業利益４億９百万円(前年同期比192.3％増)、経常利益４億31百万円(前年同期比178.8％増)、

四半期純利益は、新工場建設に伴う特別損失の計上がありましたが、負ののれん発生益もあり、５億94百万円(前

年同期は四半期純損失66百万円)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３四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23億90百万円増加し、198億４百  

万円となりました。これは主に現金及び預金が12億72百万円、土地が11億31百万円増加したことによるものです。

（負債） 

 当第３四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15億26百万円増加し、112億31百万円

となりました。これは、支払手形及び買掛金が１億69百万円、短期借入金が７億円、未払法人税等が１億70百万

円、資産除去債務が２億58百万円増加したことによるものです。  

（純資産） 

 当第３四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８億63百万円増加し、85億72百万円

となりました。これは、主に四半期純利益５億94百万円、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、剰

余金の配当１億91百万円によるものです。  

  

（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８月９日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」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。第１四半期連結会計期間において、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３四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（注記事項）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 

 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９月30日現在において従持信託が所有する自己株式は1,064,600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３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,228,350 2,500,645

受取手形及び売掛金 3,731,868 3,844,712

商品及び製品 9,285 4,423

仕掛品 122,900 198,327

原材料及び貯蔵品 192,625 203,936

繰延税金資産 99,365 143,472

その他 1,058,308 527,279

貸倒引当金 △170,306 △180,114

流動資産合計 6,272,398 7,242,682

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,384,687 1,220,161

機械装置及び運搬具（純額） 791,552 670,296

土地 5,784,812 6,916,325

その他（純額） 145,466 524,812

有形固定資産合計 8,106,518 9,331,595

無形固定資産   

のれん 1,260,238 1,328,836

その他 530,881 446,776

無形固定資産合計 1,791,120 1,775,612

投資その他の資産   

投資有価証券 509,268 604,401

長期貸付金 12,775 5,580

繰延税金資産 105,917 156,357

敷金及び保証金 454,432 499,133

その他 225,192 207,118

貸倒引当金 △63,330 △18,061

投資その他の資産合計 1,244,255 1,454,529

固定資産合計 11,141,895 12,561,737

資産合計 17,414,293 19,804,420
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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３四半期連結会計期間 
(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 604,091 773,826

短期借入金 4,600,000 5,300,000

1年内返済予定の長期借入金 888,337 880,000

未払法人税等 34,644 205,577

賞与引当金 － 174,657

繰延税金負債 2,869 361

資産除去債務 29,000 333,631

その他 907,913 1,024,875

流動負債合計 7,066,855 8,692,930

固定負債   

長期借入金 1,805,500 1,599,020

退職給付引当金 292,561 385,679

繰延税金負債 417,411 420,012

資産除去債務 61,876 15,663

その他 60,400 118,286

固定負債合計 2,637,749 2,538,662

負債合計 9,704,605 11,231,592

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 2,249,682

利益剰余金 5,069,743 5,472,959

自己株式 △55 △438,670

株主資本合計 7,708,617 8,563,572

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 14,308

為替換算調整勘定 △6,375 △5,938

その他の包括利益累計額合計 192 8,369

少数株主持分 878 885

純資産合計 7,709,687 8,572,827

負債純資産合計 17,414,293 19,804,420
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 12,236,673 14,477,143

売上原価 9,038,136 10,608,254

売上総利益 3,198,537 3,868,889

販売費及び一般管理費 3,058,554 3,459,736

営業利益 139,982 409,152

営業外収益   

受取利息 3,255 2,672

受取配当金 2,702 2,378

受取地代家賃 14,991 75,974

負ののれん償却額 15,671 －

その他 48,862 35,649

営業外収益合計 85,483 116,674

営業外費用   

支払利息 53,462 52,852

持分法による投資損失 11,336 15,414

その他 5,896 26,049

営業外費用合計 70,695 94,316

経常利益 154,769 431,510

特別利益   

固定資産売却益 32,329 24,799

負ののれん発生益 110,519 787,454

その他 8,149 14,370

特別利益合計 150,999 826,624

特別損失   

固定資産売却損 13,138 1,807

固定資産除却損 85,652 170,535

投資有価証券評価損 2,135 5,880

土壌浄化費用 － 294,516

減損損失 14,894 8,016

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 5,300 37,182

特別損失合計 391,658 618,120

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（△）

△85,889 640,014

法人税、住民税及び事業税 33,976 138,684

法人税等調整額 △54,321 △93,286

法人税等合計 △20,345 45,397

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（△）

△65,544 594,617

少数株主利益 482 7

四半期純利益又は四半期純損失（△） △66,026 594,609
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△65,544 594,617

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9,684 7,740

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,438 436

その他の包括利益合計 8,246 8,177

四半期包括利益 △57,297 602,794

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △57,779 602,787

少数株主に係る四半期包括利益 482 7
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 該当事項ありません。   

    

    

（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３四半期連結会計期間末ま

での変動額(累計) 
          

剰余金の配当      △191,393    △191,393

四半期純利益(累計)      594,609    594,609

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    1,297    58,627  59,925

当第３四半期連結会計期間末ま

での変動額(累計)合計 
－  890,353  403,216  △438,615  854,954

当第３四半期連結会計期間末残

高(千円) 
 1,279,600  2,249,682  5,472,959  △438,670  8,563,572

（５）重要な後発事象
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