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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第２四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 ％

27年３月期第２四半期 19,577 0.8 76 △80.2 △21 － △136 －

26年３月期第２四半期 19,418 2.9 388 － 218 － 15 －
(注) 包括利益 27年３月期第２四半期 △60百万円( －％) 26年３月期第２四半期 150百万円( －％)
　

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

27年３月期第２四半期 △9.65 －

26年３月期第２四半期 1.09 －
　

　

（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 ％

27年３月期第２四半期 52,944 12,236 22.9

26年３月期 53,087 12,362 23.1
(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 12,118百万円 26年３月期 12,238百万円
　

　　

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

26年３月期 － 0.00 － 8.00 8.00

27年３月期 － 0.00

27年３月期(予想) － － －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

当社は定款において3月31日又は9月30日を配当基準日と定めておりますが、平成27年3月期について、現時点では9月
30日を基準日とする配当は無配、3月31日を基準日とする配当については未定としております。

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 45,746 2.3 1,500 20.9 1,269 31.0 753 61.3 53.21
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

決算短信 （宝印刷）  2014年10月30日 14時00分 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）

0003263
FASF_11_マーク



※ 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）
　

　

（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 ： 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) 27年３月期２Ｑ 14,180,000株 26年３月期 14,180,000株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 28,332株 26年３月期 28,207株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 14,151,739株 26年３月期２Ｑ 14,153,003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きの対象外であり、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きは終了しておりません。

※ 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、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、四半期決算短信（添付資料）2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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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

　
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、完全失業率・有効求人倍率において雇用情

勢の改善は見られるものの、消費増税の影響により個人消費・生産は落ち込みが続き、設備投資

も横ばいとなり、景気回復は足踏みした状態で推移いたしました。

物流業界では燃料単価の上昇に加え、ドライバー不足が深刻化するなど厳しい経営環境で推移

いたしました。不動産業界では、首都圏をはじめとする都心部の物流施設の空室率は低水準に推

移いたしました。印刷業界では、新聞印刷において広告掲載量は前年並みとなるも発行部数は減

少傾向にあり厳しい状況が続いております。

このような経営環境に対応すべく、当社グループは、原点である経営理念の「顧客に対する最

高のサービス」、「適正利潤の追求」、「眞に働きがいのある会社」に立ち返り、取組みを行ってま

いりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は19,577百万円（前年同四半期比0.8％

増）、営業利益は76百万円（前年同四半期比80.2％減）、経常損失は21百万円（前年同四半期は経

常利益218百万円）、四半期純損失は136百万円（前年同四半期は四半期純利益15百万円）となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

　
　（資産）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ143百万円減少し、

52,944百万円となりました。これは主に、原材料及び貯蔵品が147百万円、商品及び製品が130

百万円、流動資産のその他に含まれる前払費用が390百万円、繰延税金資産が112百万円増加

し、現金及び預金が609百万円、受取手形及び売掛金が176百万円、減価償却費等により有形固

定資産が311百万円減少したことによるものであります。

　（負債）

負債合計は、前連結会計年度末に比べ16百万円減少し、40,708百万円となりました。これは主

に、短期借入金が1,163百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が147百万円増加し、社債

が225百万円、支払手形及び買掛金187百万円、未払法人税等が251百万円、長期借入金が496百

万円、退職給付に係る負債が137百万円減少したことによるものであります。

　（純資産）

純資産合計は、利益剰余金が198百万円減少し、12,236百万円となり、自己資本比率は22.9％

となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　
　平成27年３月期の業績予想につきましては、本日別途公表いたしました「第２四半期累計期間

業績予想と実績値の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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

　
　該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　
　該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　
　(会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会

計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25

号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本

文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適

用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間

定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても従業員の平均

残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間

ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに

従って、当第２四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の

変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が81百万円減少し、利益

剰余金が50百万円増加しております。なお、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は

軽微であります。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　
　該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,846,442 3,237,087

受取手形及び売掛金 5,740,079 5,563,218

電子記録債権 594,148 603,088

商品及び製品 72,098 202,831

仕掛品 19,445 63,031

原材料及び貯蔵品 779,541 927,444

繰延税金資産 266,656 439,049

その他 765,759 1,216,045

貸倒引当金 △11,566 △13,998

流動資産合計 12,072,606 12,237,799

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,336,176 11,304,809

機械装置及び運搬具（純額） 1,519,869 1,429,632

土地 20,020,112 20,091,403

その他（純額） 1,367,345 1,105,796

有形固定資産合計 34,243,503 33,931,641

無形固定資産

のれん 7,333 1,833

借地権 1,118,526 1,118,526

その他 202,217 232,496

無形固定資産合計 1,328,077 1,352,856

投資その他の資産

投資有価証券 2,284,293 2,347,278

長期貸付金 867,014 844,775

退職給付に係る資産 36,322 41,639

繰延税金資産 653,904 594,389

その他 1,624,513 1,617,435

貸倒引当金 △22,538 △23,122

投資その他の資産合計 5,443,509 5,422,395

固定資産合計 41,015,091 40,706,892

資産合計 53,087,698 52,944,692
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,240,179 4,053,116

短期借入金 8,121,051 9,284,685

1年内償還予定の社債 450,049 450,049

未払法人税等 511,720 259,744

賞与引当金 434,793 439,014

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 2,000 2,000

その他 2,150,321 2,325,015

流動負債合計 15,910,115 16,813,624

固定負債

社債 1,260,900 1,035,876

長期借入金 16,457,813 15,961,705

繰延税金負債 3,590 6,653

再評価に係る繰延税金負債 2,962,964 2,962,964

役員退職慰労引当金 1,019,190 1,033,679

退職給付に係る負債 1,597,882 1,460,571

長期預り金 1,258,157 1,200,455

その他 254,362 232,564

固定負債合計 24,814,861 23,894,470

負債合計 40,724,977 40,708,095

純資産の部

株主資本

資本金 2,189,000 2,189,000

資本剰余金 32,991 32,991

利益剰余金 4,963,988 4,765,093

自己株式 △10,289 △10,341

株主資本合計 7,175,689 6,976,743

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 390,952 427,116

土地再評価差額金 4,800,124 4,800,124

退職給付に係る調整累計額 △128,563 △85,707

その他の包括利益累計額合計 5,062,514 5,141,533

少数株主持分 124,516 118,320

純資産合計 12,362,720 12,236,597

負債純資産合計 53,087,698 52,944,692
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 19,418,863 19,577,247

売上原価 15,749,508 16,123,507

売上総利益 3,669,355 3,453,740

販売費及び一般管理費

役員報酬 238,064 230,948

給料手当及び賞与 1,219,213 1,227,544

賞与引当金繰入額 160,428 158,007

退職給付費用 58,132 68,780

役員退職慰労引当金繰入額 28,182 27,567

貸倒引当金繰入額 789 877

その他 1,575,990 1,663,187

販売費及び一般管理費合計 3,280,800 3,376,915

営業利益 388,555 76,825

営業外収益

受取利息 13,544 12,869

受取配当金 40,425 24,206

貸倒引当金戻入額 4,475 40

業務受託手数料 － 37,283

その他 57,003 39,115

営業外収益合計 115,449 113,515

営業外費用

支払利息 206,290 183,386

社債利息 10,728 4,954

社債発行費 41,329 －

その他 26,682 23,736

営業外費用合計 285,030 212,078

経常利益又は経常損失（△） 218,973 △21,738

特別利益

固定資産売却益 26,081 2,226

投資有価証券売却益 － 527

特別利益合計 26,081 2,754

特別損失

固定資産売却損 － 77

固定資産除却損 3,643 1,384

特別損失合計 3,643 1,462

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（△）

241,412 △20,445

法人税、住民税及び事業税 320,802 303,246

法人税等調整額 △94,130 △184,364

法人税等合計 226,672 118,881

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（△）

14,740 △139,327

少数株主損失（△） △674 △2,695

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,415 △136,631
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９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（△）

14,740 △139,327

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 135,911 36,163

退職給付に係る調整額 － 42,855

その他の包括利益合計 135,911 79,019

四半期包括利益 150,651 △60,307

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 151,326 △57,611

少数株主に係る四半期包括利益 △674 △2,695
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（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）

　
　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　
　 該当事項はありません。
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