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(百万円未満切捨て)

１．平成25年3月期第３四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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３四半期 42,679 △1.9 272 515.3 634 61.1 84 ―

 24年3月期第３四半期 43,500 1.3 44 179.0 393 3.7 △133 ―

(注) 包括利益 25年3月期第３四半期 86百万円(―％) 24年3月期第３四半期 △55百万円(―％)

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３四半期 0 .99 ―

 24年3月期第３四半期 △1 .56 ―

（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３四半期 59,195 37,320 62.7

 24年3月期 60,188 37,421 61.9

(参考) 自己資本 25年3月期第３四半期 37,142百万円 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。 

  

※ 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３Ｑ 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３Ｑ 618,694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３Ｑ 85,652,856株  24年3月期３Ｑ 85,661,555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３四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

にあるものの、欧州債務危機を背景とした海外経済の低迷が続くなど、先行き不透明な状況が継続しまし

た。 

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、工場再編による生産体制全体の 適化を進めております。 

以上の結果、当第３四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426億７千９百万円

(前年同期比1.9％減)、営業利益は２億７千２百万円(前年同期比515.3％増)、経常利益は６億３千４百万

円(前年同期比61.1％増)、四半期純利益は８千４百万円(前年同期は四半期純損失１億３千３百万円)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287億７千６百万円(前年同期比

5.8％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、ＰＯＰなどが増加した結果、当部門の売上高は123億６

千３百万円(前年同期比10.8％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、当事業の売上高は15億３千９百万円(前年同期比

13.6％減)となりました。 

  

当第３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ９億９千３百万円減少し、591億９千５百万円

となりました。これは主に現金及び預金の増加21億６千８百円、受取手形及び売掛金の減少26億１千６百

万円、有価証券の減少２億９千９百万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８億９千２百万円減少し、218億７千４百万円となりました。こ

れは主に支払手形及び買掛金の減少７億４千７百万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１億円減少し、373億２千万円となりました。これは主に利益

剰余金の減少８千６百万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、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３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,975 4,143

受取手形及び売掛金 18,369 15,753

有価証券 7,331 7,032

商品及び製品 336 297

仕掛品 960 1,102

原材料及び貯蔵品 359 418

繰延税金資産 346 108

その他 360 439

貸倒引当金 △59 △49

流動資産合計 29,980 29,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,143 22,976

減価償却累計額 △11,052 △11,374

建物及び構築物（純額） 12,090 11,601

機械装置及び運搬具 27,342 25,589

減価償却累計額 △24,140 △22,772

機械装置及び運搬具（純額） 3,201 2,816

工具、器具及び備品 1,456 1,364

減価償却累計額 △1,239 △1,178

工具、器具及び備品（純額） 217 185

土地 9,255 9,255

建設仮勘定 8 625

有形固定資産合計 24,773 24,485

無形固定資産   

のれん 18 －

その他 212 174

無形固定資産合計 231 174

投資その他の資産   

投資有価証券 3,175 3,243

繰延税金資産 1,760 1,808

その他 387 323

貸倒引当金 △119 △86

投資その他の資産合計 5,204 5,288

固定資産合計 30,208 29,948

資産合計 60,188 59,195
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,131 13,383

1年内返済予定の長期借入金 800 －

未払法人税等 231 48

未払消費税等 274 226

賞与引当金 677 212

役員賞与引当金 32 21

返品調整引当金 20 15

設備関係支払手形 136 206

その他 2,451 2,810

流動負債合計 18,754 16,925

固定負債   

長期借入金 － 800

退職給付引当金 3,790 3,899

役員退職慰労引当金 143 170

資産除去債務 75 73

その他 3 6

固定負債合計 4,012 4,949

負債合計 22,767 21,874

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 6,798

自己株式 △172 △173

株主資本合計 37,100 37,013

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 147 129

その他の包括利益累計額合計 147 129

少数株主持分 172 178

純資産合計 37,421 37,320

負債純資産合計 60,188 59,195
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 43,500 42,679

売上原価 37,194 36,491

売上総利益 6,305 6,188

販売費及び一般管理費   

運搬費 1,618 1,640

役員報酬及び給料手当 2,729 2,626

賞与引当金繰入額 71 66

役員賞与引当金繰入額 24 23

退職給付費用 124 123

役員退職慰労引当金繰入額 35 36

貸倒引当金繰入額 △9 △27

その他 1,667 1,426

販売費及び一般管理費合計 6,261 5,915

営業利益 44 272

営業外収益   

受取利息 25 26

受取配当金 269 271

その他 78 81

営業外収益合計 372 379

営業外費用   

支払利息 21 6

その他 2 11

営業外費用合計 23 17

経常利益 393 634

特別利益   

固定資産売却益 3 15

特別利益合計 3 15

特別損失   

固定資産除売却損 39 211

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 1 3

固定資産撤去費用 － 63

その他 3 3

特別損失合計 63 313

税金等調整前四半期純利益 333 336

法人税、住民税及び事業税 92 31

法人税等調整額 337 199

法人税等合計 430 231

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（△）

△96 105

少数株主利益 37 20

四半期純利益又は四半期純損失（△） △133 84
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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（△）

△96 105

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 41 △18

その他の包括利益合計 41 △18

四半期包括利益 △55 86

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △92 66

少数株主に係る四半期包括利益 37 20
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 41,719 1,780 43,500 ― 43,500

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

653 ― 653 △653 ―

計 42,372 1,780 44,153 △653 43,500

セグメント利益又は 
セグメント損失(△)

210 △152 58 △14 44

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 58

のれんの償却額 △18

セグメント間取引消去 3

四半期連結損益計算書の営業利益 44
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当第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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。 

  

当社は、平成25年１月28日に100％子会社である図書製本株式会社（東京都北区）を吸収合併する決

議と当社工場の再編（当社沼津工場の改修と当社城北工場の廃止）について公表しております。詳細に

ついては、平成25年１月28日付「子会社の吸収合併に関する決議と当社工場の再編についてのお知ら

せ」をご覧下さい。 

  

  

(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 41,140 1,539 42,679 ― 42,679

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

545 ― 545 △545 ―

計 41,685 1,539 43,225 △545 42,679

セグメント利益又は 
セグメント損失(△)

396 △108 288 △15 272

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 288

のれんの償却額 △18

セグメント間取引消去 2

四半期連結損益計算書の営業利益 272

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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