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1.  平成26年4月期第2四半期の業績（平成25年5月1日～平成25年10月31日）

(2) 財政状態

(1) 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4月期第2四半期 761 2.7 △482 ― △476 ― △467 ―
25年4月期第2四半期 741 △9.0 △484 ― △476 ― △528 ―

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4月期第2四半期 △123.64 ―
25年4月期第2四半期 △139.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年4月期第2四半期 3,779 3,072 81.3
25年4月期 4,503 3,575 79.4
（参考） 自己資本 26年4月期第2四半期 3,072百万円 25年4月期 3,575百万円

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

25年4月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年4月期 ― 0.00
26年4月期（予想） ― 10.00 10.00

3. 平成26年 4月期の業績予想（平成25年 5月 1日～平成26年 4月30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 2,800 1.7 40 57.5 50 △17.6 40 △2.8 10.59



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年4月期2Q 3,813,000 株 25年4月期 3,813,000 株
② 期末自己株式数 26年4月期2Q 34,644 株 25年4月期 34,644 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年4月期2Q 3,778,356 株 25年4月期2Q 3,779,224 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、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
業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断に基づくものであり、今後の経済情勢、事業運営におけるさまざまな状況変化によって、
実際の業績は見通しと異なる場合があります。なお、予想の前提条件その他に関連する事項については、添付資料の2ページを参照して下さい。
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（１）経営成績に関する説明

当第2四半期累計期間（平成25年5月1日～10月31日）のわが国経済は、国の経済規模を示す国内総生産（GDP）が

平成25年7～9月期は年率1.9％増となり、前期と比べて伸びが半減し、公共投資や住宅投資が景気をけん引する一

方、成長率を押し上げてきた消費や輸出に一服感が出てまいりました。また、当印刷業界におきましても、ペーパ

ーレス化の流れの中で印刷需要の減少は加速化し、競争激化による単価低迷や原材料費の上昇など極めて厳しい状

況が続いておりました。 

このような経営環境の下、当社の第2四半期累計期間における業績は次のとおりとなりました。学校アルバム部

門の売上高につきましては、この時期は主として卒業式後納品のアルバムや記念誌等となりますが、手堅く受注活

動に努め、仕事量の確保をはかりました結果、前年同期間比9.4％増の428百万円となり、一般商業印刷部門の売上

高につきましては、メディアの紙離れなどから印刷物の発注量が低下し、前年同期間比4.9％減の333百万円となり

まして、全売上高は前年同期間比2.7％増の761百万円となりました。

また、損益面におきましては、営業損失482百万円（前年同期間比1百万円損失減）、経常損失476百万円（前年

同期間比0.3百万円損失減）、四半期純損失467百万円（前年同期間比61百万円損失減）となりました。

（季節変動について）

当社の年間売上高のおよそ70％を占める学校アルバム部門は卒業時期の2月、3月に売上が集中いたしますので、

この第2四半期累計期間の売上高は年間売上高の2分の1前後にはなりませんし、損益につきましても固定費等の発

生が先行いたしますので、第2四半期累計期間においては、現在のところ損失となることが避けられず、上記のよ

うな損益状況となります。 

（２）財政状態に関する説明

当第2四半期会計期間末における財政状態につきましては、総資産が3,779百万円と前事業年度末に比べ723百万

円減少となっておりますが、これは主として上記売上高の季節変動に起因する現預金等の減少417百万円等による

ものであり、例年に比べ大きな変化はありません。

また、純資産は3,072百万円と前事業年度末に比べ503百万円減少しておりますが、これも同じく売上高の季節変

動による当第2四半期累計期間純損失467百万円等によるものであり、例年に比べ大きな変化はありません。 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績見通しにつきましては、概ね予想どおり推移しており、現時点につきましては平成25年6月7日発表

「平成25年4月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の業績予想から変更はありません。

（１）四半期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。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

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



３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年４月30日)

当第２四半期会計期間
(平成25年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,627,381 1,209,409

受取手形及び売掛金 354,897 204,542

商品及び製品 1,194 370

仕掛品 44,741 43,551

原材料及び貯蔵品 20,653 19,126

その他 16,379 11,103

貸倒引当金 △14,500 △30,400

流動資産合計 2,050,747 1,457,704

固定資産

有形固定資産

機械及び装置（純額） 634,565 575,791

土地 929,190 929,190

その他（純額） 335,368 330,222

有形固定資産合計 1,899,123 1,835,203

無形固定資産 22,999 21,147

投資その他の資産

その他 540,141 469,763

貸倒引当金 △9,400 △3,900

投資その他の資産合計 530,741 465,863

固定資産合計 2,452,863 2,322,214

資産合計 4,503,611 3,779,919

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 247,785 134,836

未払法人税等 20,426 11,205

賞与引当金 86,000 85,000

その他 224,451 124,803

流動負債合計 578,662 355,845

固定負債

退職給付引当金 129,237 132,541

役員退職慰労引当金 186,376 191,186

資産除去債務 17,985 19,746

その他 15,497 7,965

固定負債合計 349,097 351,439

負債合計 927,759 707,285



（単位：千円）

前事業年度
(平成25年４月30日)

当第２四半期会計期間
(平成25年10月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 929,890 929,890

資本剰余金 1,691,419 1,691,419

利益剰余金 969,215 464,268

自己株式 △16,159 △16,159

株主資本合計 3,574,365 3,069,418

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,486 3,215

評価・換算差額等合計 1,486 3,215

純資産合計 3,575,852 3,072,633

負債純資産合計 4,503,611 3,779,919



（２）四半期損益計算書
（第２四半期累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成24年５月１日
至 平成24年10月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年５月１日
至 平成25年10月31日)

売上高 741,814 761,498

売上原価 931,745 952,498

売上総損失（△） △189,931 △190,999

販売費及び一般管理費 294,810 291,809

営業損失（△） △484,742 △482,809

営業外収益

受取利息 1,258 888

受取配当金 3,868 3,356

その他 2,720 2,048

営業外収益合計 7,847 6,293

経常損失（△） △476,894 △476,515

特別利益

投資有価証券売却益 － 14,562

固定資産売却益 － 32,573

特別利益合計 － 47,135

特別損失

投資有価証券売却損 － 7,430

投資有価証券評価損 34,417 －

固定資産除却損 17,324 30,353

特別損失合計 51,742 37,783

税引前四半期純損失（△） △528,636 △467,163

四半期純損失（△） △528,636 △467,163



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成24年５月１日
至 平成24年10月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年５月１日
至 平成25年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △528,636 △467,163

減価償却費 90,644 83,989

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,109 3,304

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,810 4,810

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,000 △1,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,400 10,400

受取利息及び受取配当金 △5,127 △4,244

投資有価証券評価損益（△は益） 34,417 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,132

固定資産売却損益（△は益） － △32,573

固定資産除却損 17,324 30,353

売上債権の増減額（△は増加） 235,143 155,850

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,814 3,540

仕入債務の増減額（△は減少） △122,746 △112,948

未払消費税等の増減額（△は減少） △64,778 △53,762

その他 △69,189 △40,868

小計 △418,443 △427,445

利息及び配当金の受取額 5,437 4,268

法人税等の支払額 △8,744 △9,220

営業活動によるキャッシュ・フロー △421,750 △432,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △200,000 －

定期預金の払戻による収入 300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △133,484 △56,322

無形固定資産の取得による支出 △3,019 －

有形固定資産の売却による収入 － 42,200

投資有価証券の取得による支出 △1,202 △1,201

投資有価証券の売却による収入 － 67,895

その他 138 △597

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,567 51,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △37,793 △37,548

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,793 △37,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △497,110 △417,971

現金及び現金同等物の期首残高 1,427,066 1,627,381

現金及び現金同等物の四半期末残高 929,955 1,209,409



該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（1）部門別売上高並びに受注高及び受注残高

①部門別売上高

②部門別受注高及び受注残高

（４）四半期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）

４．補足情報

期別 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間

増減金額 増減率

前事業年度

（自 平成24年5月1日 （自 平成25年5月1日 （自 平成24年5月1日

至 平成24年10月31日） 至 平成25年10月31日） 至 平成25年4月30日）

区分 金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

学校アルバム 391,481 52.8 428,432 56.3 36,951 9.4 2,055,296 74.7

一般商業印刷 350,333 47.2 333,065 43.7 △17,267 △4.9 697,272 25.3

合計 741,814 100.0 761,498 100.0 19,683 2.7 2,752,568 100.0

期別 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 前事業年度

（自 平成24年5月1日 （自 平成25年5月1日 （自 平成24年5月1日

至 平成24年10月31日） 至 平成25年10月31日） 至 平成25年4月30日）

区分 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

千円 千円 千円 千円 千円 千円

学校アルバム 637,690 447,154 708,730 472,905 2,046,958 192,608

一般商業印刷 345,286 11,810 333,555 11,760 691,685 11,270

合計 982,976 458,964 1,042,286 484,665 2,738,643 203,878
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