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(百万円未満切捨て)

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 12,405 △6.9 △405 － △123 － 30 －
 25年3月期第１四半期 13,327 0.0 △330 － △49 － △89 －

(注) 包括利益 26年3月期第１四半期 137百万円 ( －％) 25年3月期第１四半期 △145百万円 ( －％)

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

 26年3月期第１四半期 0.35      －   
 25年3月期第１四半期 △1.04      －   

（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 58,995 37,583 63.4
 25年3月期 60,002 37,632 62.4

(参考) 自己資本 26年3月期第１四半期 37,387百万円 25年3月期 37,436百万円

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 － 0.00 － 2.00 2.00

26年3月期 －

26年3月期(予想) 0.00 － 2.00 2.00

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）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 26,700 0.5 △600 － △300 － △170 － △1.98
通期 57,500 0.5 400 △18.7 780 △11.3 550 179.8 6.42



  

 
（注）詳細は、添付資料３ページ「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」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等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関す

る定性的情報（３）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。 

  

※ 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   －社 (社名)          、除外   １社 (社名)図書製本株式会社

（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 ： 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 86,267,808株  25年3月期 86,267,808株

② 期末自己株式数  26年3月期１Ｑ 623,772株  25年3月期 621,333株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  26年3月期１Ｑ 85,644,307株  25年3月期１Ｑ 85,656,382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１四半期連結累計期間における我が国経済は、金融緩和等による円高是正やデフレ対策により、一

部の企業では業績の底上げが図られつつあるものの、実体経済への反映には至らず、依然として先行き不

透明な状況が継続しました。 

印刷業界におきましては、スマートフォンの普及に伴うメディアの多様化により出版印刷市場は引き続

き低調に推移しており、依然として厳しい経営環境が継続しました。 

このような状況の中で当社グループは、「売上の拡大」「総合品質保証」「コスト削減」の３つの基本

方針に基づき、既存分野のシェア拡大、成長市場への対応、品質保証体制の強化に取組んでまいりまし

た。 

また、本年３月末に城北工場を廃止するとともに、本年４月１日付で製本子会社を当社に吸収合併する

などの構造改革を実施したほか、沼津工場の改修により場内物流効率化を進め、生産効率の向上とコスト

削減に努めてまいりました。 

以上の結果、当第１四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124億５百万円(前年

同期比6.9％減)、営業損失は４億５百万円(前年同期は営業損失３億３千万円)、経常損失は１億２千３百

万円(前年同期は経常損失４千９百万円)、退職給付制度改定益４億１千９百万円を特別利益に計上したた

め、四半期純利益は３千万円(前年同期は四半期純損失８千９百万円)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84億４百万円(前年同期比

10.7％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38億２千

２百万円(前年同期比6.0％増)となりました。 

(出版事業) 

出版事業では、中学校教材などの販売が減少した結果、当事業の売上高は１億７千８百万円(前年同期

比42.2％減)となりました。 

  

当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億７百万円減少し、589億９千５百万円とな

りました。これは現金及び預金が13億３千９百万円、有価証券が４億１千４百万円、投資有価証券が４億

４千３百万円それぞれ増加したものの、受取手形及び売掛金が24億１千万円、有形固定資産が７億９千３

百万円それぞれ減少したことなどによるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ９億５千８百万円減少し、214億１千１百万円となりました。こ

れは流動負債その他に含まれる未払費用が７億６千６百万円、固定負債その他に含まれる長期未払金が２

億９千５百万円それぞれ増加したものの、支払手形及び買掛金が５億９千万円、賞与引当金が４億９千７

百万円、退職給付引当金が11億５千４百万円それぞれ減少したことなどによるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４千９百万円減少し、375億８千３百万円となりました。これ

は有価証券評価差額金が９千２百万円増加したものの、利益剰余金が１億４千１百万円減少したことによ

るものです。 

  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月８日に公表いたしました「平成25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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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前連結会計年度末において当社の連結子会社であった図書製本㈱は、平成25年４月１日付で、当社を

存続会社とする吸収合併を行ったことに伴い消滅いたしました。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

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：百万円）

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 4,114 5,453

受取手形及び売掛金 16,542 14,132

有価証券 7,234 7,648

商品及び製品 376 413

仕掛品 882 1,060

原材料及び貯蔵品 367 364

繰延税金資産 346 427

その他 347 381

貸倒引当金 △39 △7

流動資産合計 30,173 29,874

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,995 20,736

減価償却累計額 △11,587 △9,497

建物及び構築物（純額） 11,407 11,239

機械装置及び運搬具 25,760 21,492

減価償却累計額 △22,931 △19,023

機械装置及び運搬具（純額） 2,829 2,469

工具、器具及び備品 1,422 1,403

減価償却累計額 △1,188 △1,186

工具、器具及び備品（純額） 234 216

土地 9,255 9,255

建設仮勘定 987 740

有形固定資産合計 24,714 23,920

無形固定資産 119 102

投資その他の資産   

投資有価証券 3,225 3,668

繰延税金資産 1,536 1,216

その他 317 295

貸倒引当金 △84 △82

投資その他の資産合計 4,994 5,097

固定資産合計 29,828 29,120

資産合計 60,002 58,995

図書印刷㈱（7913）　平成26年3月期第1四半期決算短信

－4－



（単位：百万円）

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 13,199 12,608

未払法人税等 96 62

未払消費税等 222 166

賞与引当金 658 161

役員賞与引当金 30 7

返品調整引当金 15 6

設備関係支払手形 195 258

その他 2,940 4,010

流動負債合計 17,358 17,280

固定負債   

長期借入金 800 800

退職給付引当金 3,954 2,800

役員退職慰労引当金 176 164

資産除去債務 73 64

その他 6 301

固定負債合計 5,011 4,131

負債合計 22,369 21,411

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 6,910 6,769

自己株式 △174 △174

株主資本合計 37,124 36,982

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 312 405

その他の包括利益累計額合計 312 405

少数株主持分 195 195

純資産合計 37,632 37,583

負債純資産合計 60,002 58,995
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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：百万円)

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 13,327 12,405

売上原価 11,770 10,957

売上総利益 1,556 1,448

販売費及び一般管理費   

運搬費 515 550

役員報酬及び給料手当 869 846

賞与引当金繰入額 49 53

役員賞与引当金繰入額 7 8

退職給付費用 42 39

役員退職慰労引当金繰入額 9 8

貸倒引当金繰入額 △19 △33

その他 410 380

販売費及び一般管理費合計 1,887 1,854

営業損失（△） △330 △405

営業外収益   

受取利息 9 7

受取配当金 252 250

その他 21 25

営業外収益合計 283 284

営業外費用   

支払利息 2 2

その他 0 1

営業外費用合計 2 3

経常損失（△） △49 △123

特別利益   

退職給付制度改定益 － 419

固定資産売却益 13 －

特別利益合計 13 419

特別損失   

固定資産除売却損 36 6

投資有価証券評価損 9 －

固定資産撤去費用 19 18

その他 0 －

特別損失合計 64 24

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（△）

△100 271

法人税、住民税及び事業税 42 38

法人税等調整額 △59 187

法人税等合計 △17 226

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（△）

△82 44

少数株主利益 6 14

四半期純利益又は四半期純損失（△） △89 30
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 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：百万円）

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△82 44

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △62 92

その他の包括利益合計 △62 92

四半期包括利益 △145 137

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △151 122

少数株主に係る四半期包括利益 6 14
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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) 

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）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）

（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 13,019 307 13,327 ― 13,327

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

83 ― 83 △83 ―

計 13,102 307 13,410 △83 13,327

セグメント損失(△) △230 △97 △327 △3 △330

(単位：百万円)

損失 金額

報告セグメント計 △327

のれんの償却額 △6

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(△) △330
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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) 

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) 

 
  

(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 12,227 178 12,405 ― 12,405

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

93 ― 93 △93 ―

計 12,321 178 12,499 △93 12,405

セグメント損失(△) △246 △154 △401 △3 △405

(単位：百万円)

損失 金額

報告セグメント計 △401

セグメント間取引消去 △3

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △405

図書印刷㈱（7913）　平成26年3月期第1四半期決算短信

－9－




