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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第２四半期 19,920 13.9 1,032 24.3 938 28.8 571 57.6
25年３月期第２四半期 17,495 7.6 830 19.0 728 27.6 362 △33.2

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 618百万円( 93.9％) 25年３月期第２四半期 318百万円(△40.4％)

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２四半期 12.84 ―
25年３月期第２四半期 8.71 ―

（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２四半期 38,589 13,845 35.9
25年３月期 33,543 11,807 35.2

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 13,845百万円 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 ― 5.50

26年３月期(予想) ― 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

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 ： 無

  (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 ―社（社名）

(注) 平成25年10月31日付で開示しております『「平成26年3月期 第1四半期決算短信」の一部訂正（子会社の異動）
について』に記載のとおり、重要な子会社の異動はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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２Ｑ 48,630,000株 25年３月期 41,630,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 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２Ｑ 44,486,993株 25年３月期２Ｑ 41,629,898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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費が持ち直すなか、企業の設備投資も増加

する兆しが見受けられ、内需主導のもと緩やかな回復傾向にあります。しかし、平成26年４月からの消

費税率引き上げ後の先行き不透明感や海外景気の下振れリスクなどが、引き続き我が国の景気を下押し

する懸念となっております。 

 当印刷業界におきましては、受注単価の下落や印刷市場の低迷、また用紙代や電力費の値上げによる

原価高騰で、収益の確保が大変厳しい環境にあります。 

 こうした状況下にあって、当社は、工場の生産性向上や事業領域の拡大等に努め、原価高による収益

の低下を押し止めております。また、当連結会計年度から子会社化した株式会社暁印刷の業績は堅調に

推移し、連結の業績に寄与しております。 

 これらの結果、当第２四半期の業績は、売上高が199億２千万円（前年同四半期比13.9％増加）、営

業利益は10億３千２百万円（前年同四半期比24.3％増加）、経常利益は９億３千８百万円（前年同四半

期比28.8％増加）、四半期純利益は５億７千１百万円（前年同四半期比57.6％増加）と、増収増益とな

りました。 
  

（売上高） 

売上高は、前年同四半期比24億２千４百万円（13.9％）増加し、199億２千万円となりました。 

 商業印刷につきましては、一部のチラシに受注量の減少はありましたものの、通販カタログにおいて

新媒体の受注や既存媒体での受注部数が増加したこと等により、前年同四半期比７億１千４百万円

（5.6％）増加し、134億４千１百万円となりました。 

 出版印刷につきましては、旅行雑誌の受注が堅調に推移するなか、文庫本などの出版印刷を取り扱っ

ている株式会社暁印刷の子会社化により、前年同四半期比12億１百万円（25.3％）増加し、59億５千万

円となりました。 

（営業利益） 

営業利益は、前年同四半期比２億１百万円（24.3％）増加し、10億３千２百万円となりました。これ

は、原材料高や燃料費の高騰により収益を押し下げる要因はありましたものの、生産性向上への取り組

みや売上高の増加、また子会社の業績が堅調だったこと等によります。 

（経常利益） 

経常利益は、前年同四半期比２億９百万円（28.8％）増加し、９億３千８百万円となりました。これ

は、営業利益が増加したことや、産業立地交付金の計上が前連結会計年度と比べ前倒しになったこと等

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２億８百万円（57.6％）増加し、５億７千１百万円となりました。

これは、経常利益が増加したことや、固定資産除却損が減少したこと等によります。 

  

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
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（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて18.6％増加し、174億７千８百万円となりました。これは、

現金及び預金が19億２千９百万円増加したことや、たな卸資産が３億２千６百万円増加したこと等によ

ります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて12.2％増加し、210億９千６百万円となりました。これは、

有形固定資産のその他に含まれるリース資産が11億４千７百万円増加したことや、株式会社暁印刷を子

会社化したことによりのれんが５億６千２百万円増加したこと等によります。 

 繰延資産は、平成25年７月の公募増資と平成25年８月の第三者割当増資に係る株式交付費を計上した

ことにより、１千４百万円となりました。 

 この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて15.0％増加し、385億８千９百万円となりまし

た。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.4％増加し、135億４千４百万円となりました。これは、支

払手形及び買掛金が５億５千４百万円増加したこと等によります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて26.0％増加し、111億９千８百万円となりました。これは、

長期借入金が12億４千９百万円増加したこと等によります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて13.8％増加し、247億４千３百万円となりまし

た。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて17.3％増加し、138億４千５百万円となりました。これは、平

成25年７月の公募増資と平成25年８月の第三者割当増資により、資本金が８億２千４百万円、資本剰余

金が８億２千４百万円増加したこと等によります。 

  

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。

  

該当事項はありません。 

  

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第２四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。  

  

（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

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,746,856 8,676,289

受取手形及び売掛金 7,038,710 7,362,393

たな卸資産 701,590 1,027,609

その他 257,144 427,253

貸倒引当金 △1,187 △15,124

流動資産合計 14,743,114 17,478,422

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,309,943 11,701,201

減価償却累計額 △5,358,078 △5,625,977

建物及び構築物（純額） 5,951,864 6,075,223

機械装置及び運搬具 7,844,551 8,330,734

減価償却累計額 △6,176,305 △6,623,139

機械装置及び運搬具（純額） 1,668,245 1,707,595

土地 5,130,651 5,420,060

その他（純額） 2,636,315 3,826,395

有形固定資産合計 15,387,077 17,029,274

無形固定資産   

のれん 1,428,855 1,991,775

その他 84,182 97,424

無形固定資産合計 1,513,037 2,089,199

投資その他の資産   

その他 1,908,531 2,016,167

貸倒引当金 △7,952 △38,558

投資その他の資産合計 1,900,578 1,977,609

固定資産合計 18,800,693 21,096,083

繰延資産   

株式交付費 － 14,625

繰延資産合計 － 14,625

資産合計 33,543,808 38,589,130
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,101,518 7,656,036

1年内返済予定の長期借入金 3,957,141 3,916,060

未払法人税等 355,558 370,477

賞与引当金 229,901 280,299

その他 1,203,814 1,321,411

流動負債合計 12,847,933 13,544,284

固定負債   

長期借入金 5,852,469 7,101,839

退職給付引当金 639,313 641,477

その他 2,396,337 3,455,672

固定負債合計 8,888,119 11,198,988

負債合計 21,736,053 24,743,273

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,511,350 3,335,810

資本剰余金 2,505,480 3,329,940

利益剰余金 6,410,905 6,753,296

自己株式 △27 △27

株主資本合計 11,427,707 13,419,018

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 380,047 426,838

その他の包括利益累計額合計 380,047 426,838

純資産合計 11,807,754 13,845,856

負債純資産合計 33,543,808 38,589,130
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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：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 17,495,452 19,920,010

売上原価 15,224,095 17,163,617

売上総利益 2,271,356 2,756,393

販売費及び一般管理費 1,440,451 1,723,493

営業利益 830,905 1,032,900

営業外収益   

受取配当金 15,903 15,776

産業立地交付金 － 15,074

その他 2,956 5,105

営業外収益合計 18,860 35,956

営業外費用   

支払利息 120,211 129,036

その他 1,311 1,742

営業外費用合計 121,522 130,778

経常利益 728,243 938,077

特別利益   

固定資産売却益 357 －

投資有価証券売却益 － 2,723

特別利益合計 357 2,723

特別損失   

固定資産除却損 46,597 7,607

投資有価証券評価損 28,324 893

特別損失合計 74,922 8,501

税金等調整前四半期純利益 653,678 932,300

法人税等 291,243 360,944

少数株主損益調整前四半期純利益 362,434 571,355

少数株主利益又は少数株主損失（△） － －

四半期純利益 362,434 571,355
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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：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 362,434 571,355

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △43,676 46,790

その他の包括利益合計 △43,676 46,790

四半期包括利益 318,758 618,146

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 318,758 618,146

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２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日) 

当社は、平成25年７月23日を払込期日とする公募増資及び平成25年８月21日を払込期日とするオー

バーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資を行いました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が824,460千円、資本剰余金が824,460千円増

加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が3,335,810千円、資本剰余金が3,329,940千円と

なっております。 

  

（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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