
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

     

   

 

   

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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 ％

26年３月期第１四半期 9,757 11.0 492 24.1 447 27.4 269 41.7
25年３月期第１四半期 8,788 23.4 397 158.3 351 245.6 190 252.8

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 272百万円( 97.8％) 25年３月期第１四半期 137百万円( 370.4％)

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

26年３月期第１四半期 6.47 ―
25年３月期第１四半期 4.57 ―

（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 ％

26年３月期第１四半期 38,111 11,851 31.1
25年３月期 33,543 11,807 35.2

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 11,851百万円 25年３月期 11,807百万円

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

25年３月期 ― 4.00 ― 5.50 9.50
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 5.50 ― 5.50 11.00

(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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 18,840 7.7 1,030 24.0 890 22.2 520 43.5 12.49
通期 39,000 9.6 2,350 25.1 2,060 22.1 1,240 35.0 29.79

(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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1社（社名） 株式会社暁印刷 、除外 ―社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（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 ： 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

 

（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) 26年３月期１Ｑ 41,630,000株 25年３月期 41,630,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 149株 25年３月期 149株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 41,629,851株 25年３月期１Ｑ 41,629,906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
 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等については、添付資料３ペ
ージ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安を追い風に企業の設備投資計画が上向くな
か、個人消費も株高を背景に活気を見せつつあります。 
当印刷業界におきましては、電力料の価格が高止まりするなか、用紙代の値上げなどが見込まれ、原

価の高騰が収益を圧迫する要因となっております。また、電子書籍を取り巻く環境は、出版社が書籍の
新刊から電子媒体の配信を行うといった方針も打ち出しており、出版印刷の市場規模縮小の傾向が進む
ものと思われます。 
こうした状況下にあって、当社グループは、オフセット輪転印刷機の更新により燃料費の削減を図る

とともに、全社横断型プロジェクトの更なる充実に努め、品質管理の徹底やコスト管理、また生産性の
向上に注力し持続的な成長に取り組んでおります。その結果、当社の業績は堅調に推移し増収増益とな
り、また平成25年４月に、株式会社暁印刷の株式を100％取得し子会社化したことも増収増益の一因と
なりました。 
これらの結果、当第１四半期の業績は、売上高が97億５千７百万円（前年同四半期比11.0％増加）、

営業利益は４億９千２百万円（前年同四半期比24.1％増加）、経常利益は４億４千７百万円（前年同四
半期比27.4％増加）、四半期純利益は２億６千９百万円（前年同四半期比41.7％増加）となりました。

（売上高） 
売上高は、前年同四半期比９億６千８百万円（11.0％）増加し、97億５千７百万円となりました。 
商業印刷につきましては、一部チラシの部数減少などはありましたものの、通販カタログや流通チラ

シの受注量増加があり、前年同四半期比２億７千４百万円（4.3％）増加し、66億８千５百万円となり
ました。 
出版印刷につきましては、旅行雑誌の受注減少などはありましたものの、当期から子会社化した株式

会社暁印刷の主な取扱い媒体である書籍の受注が上乗せされたことなどにより、前年同四半期比４億３
千５百万円（18.4％）増加し、28億３百万円となりました。 

（営業利益） 
営業利益は、前年同四半期比９千５百万円（24.1％）増加し、４億９千２百万円となりました。これ

は、当社工場の内製率を高め利益の確保に努めた結果とともに、株式会社暁印刷の営業利益が上乗せさ
れたことなどによります。 

（経常利益） 
経常利益は、前年同四半期比９千６百万円（27.4％）増加し、４億４千７百万円となりました。これ

は、営業利益が増加したことや、受取配当金が増加したことなどによります。 

（四半期純利益） 
四半期純利益は、前年同四半期比７千９百万円（41.7％）増加し、２億６千９百万円となりました。

これは、経常利益が増加したことなどによります。 

  

（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて15.9％増加し、170億９千２百万円となりました。これは、

現金及び預金が９億９千９百万円増加したことや、受取手形及び売掛金が８億８千４百万円増加したこ
となどによります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて11.8％増加し、210億１千７百万円となりました。これは、

株式会社暁印刷の子会社化により土地が２億８千９百万円増加したことなどによります。 
この結果、資産合計は、前連結会計年度末と比べて13.6％増加し、381億１千１百万円となりまし

た。 

（負債）  
流動負債は、前連結会計年度末に比べて21.5％増加し、156億７百万円となりました。これは、株式

会社暁印刷の子会社化のため資金を調達したことなどにより短期借入金が17億円増加したことなどによ
ります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて19.8％増加し、106億５千２百万円となりました。これは、

長期借入金が８億４百万円増加したことなどによります。 
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて20.8％増加し、262億５千９百万円となりまし

た。 

（純資産） 
純資産は、前連結会計年度末に比べて0.4％増加し、118億５千１百万円となりました。これは、利益

剰余金が４千万円増加したことなどによります。 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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当連結会計年度（平成26年３月期）の業績見通しは、平成25年５月10日に公表のとおり、売上高390
億円、営業利益23億５千万円、経常利益20億６千万円、当期純利益12億４千万円を見込んでおります。

  

平成25年４月24日付にて、文庫本や事典等の印刷を得意とする株式会社暁印刷の株式を取得し、当第

１四半期連結会計期間より同社を連結の範囲に含めております。 

  

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,746,856 7,746,762

受取手形及び売掛金 7,038,710 7,923,163

たな卸資産 701,590 986,954

その他 257,144 450,641

貸倒引当金 △1,187 △14,593

流動資産合計 14,743,114 17,092,927

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,309,943 11,631,725

減価償却累計額 △5,358,078 △5,521,358

建物及び構築物（純額） 5,951,864 6,110,367

機械装置及び運搬具 7,844,551 8,291,185

減価償却累計額 △6,176,305 △6,589,086

機械装置及び運搬具（純額） 1,668,245 1,702,099

土地 5,130,651 5,420,060

その他（純額） 2,636,315 3,685,733

有形固定資産合計 15,387,077 16,918,260

無形固定資産   

のれん 1,428,855 2,034,967

その他 84,182 98,024

無形固定資産合計 1,513,037 2,132,991

投資その他の資産   

その他 1,908,531 2,004,777

貸倒引当金 △7,952 △38,688

投資その他の資産合計 1,900,578 1,966,089

固定資産合計 18,800,693 21,017,341

繰延資産   

株式交付費 － 1,205

繰延資産合計 － 1,205

資産合計 33,543,808 38,111,473
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,101,518 8,035,405

短期借入金 － 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 3,957,141 4,017,660

未払法人税等 355,558 174,155

賞与引当金 229,901 144,180

その他 1,203,814 1,536,257

流動負債合計 12,847,933 15,607,657

固定負債   

長期借入金 5,852,469 6,656,864

退職給付引当金 639,313 637,441

その他 2,396,337 3,357,747

固定負債合計 8,888,119 10,652,052

負債合計 21,736,053 26,259,710

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,511,350 2,511,350

資本剰余金 2,505,480 2,505,480

利益剰余金 6,410,905 6,451,425

自己株式 △27 △27

株主資本合計 11,427,707 11,468,227

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 380,047 383,536

その他の包括利益累計額合計 380,047 383,536

純資産合計 11,807,754 11,851,763

負債純資産合計 33,543,808 38,111,473
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 8,788,911 9,757,368

売上原価 7,661,385 8,401,016

売上総利益 1,127,525 1,356,352

販売費及び一般管理費 730,520 863,494

営業利益 397,004 492,857

営業外収益   

受取配当金 13,550 14,045

その他 1,119 3,240

営業外収益合計 14,670 17,285

営業外費用   

支払利息 59,713 61,983

その他 518 569

営業外費用合計 60,232 62,553

経常利益 351,442 447,589

特別損失   

固定資産除却損 － 5,568

投資有価証券評価損 13,700 893

その他 25 －

特別損失合計 13,725 6,462

税金等調整前四半期純利益 337,717 441,127

法人税等 147,483 171,643

少数株主損益調整前四半期純利益 190,233 269,483

少数株主利益又は少数株主損失（△） － －

四半期純利益 190,233 269,483

―　6　―

共立印刷㈱（7838）平成26年３月期　第１四半期決算短信



 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 190,233 269,483

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △52,235 3,488

その他の包括利益合計 △52,235 3,488

四半期包括利益 137,998 272,972

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 137,998 272,972

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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平成25年７月５日開催の取締役会において、公募による新株式発行及びオーバーアロットメントによ

る当社株式の売出しに関する第三者割当による新株式発行を下記のとおり決議いたしました。なお、公

募による新株式発行については、平成25年７月23日に払込を受けております。 

  

   

   

   

   

 
当社は平成25年４月に株式会社ヴィア・ホールディングスより株式会社暁印刷の株式の全部の譲渡を受

け、子会社化しております。今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額上限1,631,320,000円

については、1,200,000,000円を平成25年７月末までに株式会社暁印刷の子会社化のため調達した短期借

入金の返済に、残額を平成25年７月から平成26年５月にかけて本庄第１工場と本庄第２工場の輪転印刷設

備及び製本工場（埼玉県児玉郡上里町）の設備投資資金に充当する予定であります。 

（重要な後発事象）

１．公募による新株式発行（一般募集）

 (1) 発行した株式の種類及び数 普通株式 6,000,000株

 (2) 発行価格 １株につき 248.00円

 (3) 発行価格の総額 1,488,000,000円

 (4) 払込金額 １株につき 235.56円

 (5) 払込金額の総額 1,413,360,000円

 (6) 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 706,680,000円

増加する資本準備金の額 706,680,000円

 (7) 申込期間 平成25年７月17日(水)～平成25年７月18日(木)

 (8) 払込期日 平成25年７月23日(火)

  (注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

２．当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）

 (1) 売出株式数 1,000,000株

 (2) 売出価格 １株につき 248.00円

 (3) 売出価格の総額 248,000,000円

 (4) 引受価額 １株につき 235.56円

 (5) 引受価額の総額 235,560,000円

 (6) 申込期間 平成25年７月17日(水)～平成25年７月18日(木)

 (7) 受渡期日 平成25年７月24日(水)

  (注) 売出しにおける引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

 (1) 売出株式数 1,000,000株

 (2) 売出価格 １株につき 248.00円

 (3) 売出価格の総額 248,000,000円

 (4) 申込期間 平成25年７月17日(水)～平成25年７月18日(木)

 (5) 受渡期日 平成25年７月24日(水)

４．第三者割当による新株式発行

 (1) 発行する株式の種類及び数 普通株式 （上限） 1,000,000株

 (2) 払込金額 １株につき 235.56 円

 (3) 払込金額の総額 （上限） 235,560,000 円

 (4) 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額（上限） 117,780,000 円

増加する資本準備金の額（上限） 117,780,000 円

 (5) 申込期間 平成25年８月20日(火)

 (6) 払込期日 平成25年８月21日(水)

 (7) 割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 1,000,000株

５．調達資金の使途
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