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(百万円未満切捨て)

１．平成31年3月期第１四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年3月期第１四半期 11,459 △0.7 △639 ― △433 ― △421 ―

30年3月期第１四半期 11,539 △6.5 △616 ― △283 ― △295 ―

(注)包括利益 31年3月期第１四半期 3,639 百万円 ( ―％) 30年3月期第１四半期 111 百万円 (△94.4％)

　

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

31年3月期第１四半期 △9.86 ―

30年3月期第１四半期 △6.90 ―

（注）平成31年3月期第１四半期の包括利益の対前年同四半期増減率は、1,000％を超えるため、「―」と記載してお

ります。
※当社は平成29年10月１日付で普通株式２株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。１株当たり四半期純利益につきましては、

当該株式併合が前連結会計年度の開始の日に実施されたと仮定して算定しております。

（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 ％

31年3月期第１四半期 111,019 78,725 69.9

30年3月期 107,593 75,943 69.6

(参考) 自己資本 　31年3月期第１四半期 77,633 百万円 　30年3月期 74,840 百万円
※当第１四半期連結会計期間の期首から「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)の適用による表

示方法の変更を行いましたため、平成30年3月期の連結財政状態は、当該変更を反映した遡及修正後の数値を記載しております。

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

30年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

31年3月期 ―

31年3月期(予想) 0.00 ― 4.00 4.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成30年3月期期末配当金の内訳 普通配当8円00銭 特別配当12円00銭
　

３．平成31年3月期の連結業績予想（平成30年4月1日～平成31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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 55,000 2.4 200 261.4 600 3.8 200 △77.2 4.67

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 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) 31年3月期１Ｑ 43,133,904株 30年3月期 43,133,904株

② 期末自己株式数 31年3月期１Ｑ 351,260株 30年3月期 350,911株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期１Ｑ 42,782,817株 30年3月期１Ｑ 42,787,482株

※当社は平成29年10月１日付で普通株式２株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。期中平均株

式数につきましては、当該株式併合が前連結会計年度の開始の日に実施されたと仮定して算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。
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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１四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益や個人消費、雇用環境の改善が続き、緩やかな回復基

調で推移しました。一方海外経済の不確実性の高まりなどを受け、景気の先行きは依然として不透明な状況が継続し

ております。

　印刷業界におきましては、電子書籍やインターネット広告の増加によるペーパーメディア需要の減少により、依然

として厳しい経営環境が継続しました。

このような環境の中で当社グループは、情報に付加価値を提供してお客様へ届ける「情報をデザインする企業」へ

の変革を目指し、平成29年２月に公表しました中期経営計画に掲げた「市場変化を見据えた事業構造転換」「新しい

市場創出に向けた積極投資」「文化・教育分野の事業領域拡大」について取り組んでまいりました。

その結果、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114億５千９百万円（前年同期比

0.7％減）、売上総利益は16億３千６百万円(前年同期比24.5％増)、営業損失は６億３千９百万円（前年同期は営業損

失６億１千６百万円）、経常損失は４億３千３百万円（前年同期は経常損失２億８千３百万円）、親会社株主に帰属

する四半期純損失は４億２千１百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失２億９千５百万円）となりま

した。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

(情報デザイン事業)

情報デザイン事業セグメントは、出版印刷分野とマーケティング分野から構成されております。

出版印刷分野では、コミック、雑誌などが減少した結果、売上高は73億８千万円(前年同期比5.6％減)となりま

した。

マーケティング分野では、カタログ・パンフレットなどが増加したものの、リーフ・チラシなどが減少した結

果、売上高は34億４百万円(前年同期比6.1％減)となりました。

その結果、当事業の売上高は、107億８千４百万円(前期比5.7％減)、セグメント損失は２億８千９百万円（前

年同期はセグメント損失３億６千９百万円）となりました。

(教育ソリューション事業)

教育ソリューション事業では、平成29年11月より株式会社桐原書店を連結子会社化した結果、売上高は６億７

千４百万円(前年同期比576.4％増)、セグメント損失は３億５千２百万円（前年同期はセグメント損失２億５千２

百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ、34億２千６百万円増加し、1,110億１千９百万円となりまし

た。

流動資産は、30億６千８百万円減少し、428億７千８百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少

によるものです。

固定資産は、64億９千５百万円増加し、681億４千万円となりました。これは主に、投資有価証券の増加によるもの

です。

負債は、前連結会計年度末に比べ６億４千４百万円増加し、322億９千３百万円となりました。

流動負債は、10億６千４百万円減少し、167億６千８百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少

によるものです。

固定負債は、17億８百万円増加し、155億２千４百万円となりました。これは主に、繰延税金負債の増加によるもの

です。

純資産は、前連結会計年度末に比べ27億８千１百万円増加し、787億２千５百万円となりました。これは主に、利益

剰余金の減少及びその他有価証券評価差額金の増加によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年３月期の連結業績予想につきましては、平成30年５月11日に公表いたしました「平成30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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,086 6,598

受取手形及び売掛金 17,433 13,738

有価証券 20,900 19,700

商品及び製品 700 727

仕掛品 950 1,180

原材料及び貯蔵品 493 501

その他 421 445

貸倒引当金 △39 △13

流動資産合計 45,947 42,878

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 18,902 18,852

減価償却累計額 △10,595 △10,651

建物及び構築物（純額） 8,307 8,201

機械装置及び運搬具 19,380 19,004

減価償却累計額 △14,919 △14,774

機械装置及び運搬具（純額） 4,461 4,230

工具、器具及び備品 1,279 1,295

減価償却累計額 △1,070 △1,074

工具、器具及び備品（純額） 208 220

土地 6,680 6,662

リース資産 ― 4

減価償却累計額 ― △0

リース資産（純額） ― 4

建設仮勘定 ― 304

有形固定資産合計 19,657 19,623

無形固定資産

のれん 496 474

その他 323 307

無形固定資産合計 820 782

投資その他の資産

投資有価証券 40,801 47,325

繰延税金資産 201 241

その他 301 239

貸倒引当金 △136 △71

投資その他の資産合計 41,167 47,734

固定資産合計 61,645 68,140

資産合計 107,593 111,019
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,274 4,924

電子記録債務 7,565 7,704

未払法人税等 210 154

未払消費税等 405 242

賞与引当金 543 188

役員賞与引当金 39 8

返品調整引当金 77 28

設備関係支払手形 537 256

その他 2,180 3,260

流動負債合計 17,833 16,768

固定負債

長期借入金 350 350

役員退職慰労引当金 454 452

退職給付に係る負債 2,666 2,682

資産除去債務 116 117

繰延税金負債 10,224 11,914

その他 3 8

固定負債合計 13,815 15,524

負債合計 31,649 32,293

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 18,588 17,311

自己株式 △209 △209

株主資本合計 48,767 47,489

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 25,866 29,960

為替換算調整勘定 0 △0

退職給付に係る調整累計額 206 183

その他の包括利益累計額合計 26,073 30,143

非支配株主持分 1,103 1,092

純資産合計 75,943 78,725

負債純資産合計 107,593 111,019
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

売上高 11,539 11,459

売上原価 10,225 9,823

売上総利益 1,314 1,636

販売費及び一般管理費

運搬費 503 514

役員報酬及び給料手当 885 1,084

賞与引当金繰入額 74 45

役員賞与引当金繰入額 10 8

退職給付費用 36 38

役員退職慰労引当金繰入額 14 17

貸倒引当金繰入額 3 △86

のれん償却額 ― 21

その他 403 632

販売費及び一般管理費合計 1,931 2,275

営業損失（△） △616 △639

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 319 185

その他 18 26

営業外収益合計 341 214

営業外費用

支払利息 1 0

投資事業組合運用損 6 6

その他 0 1

営業外費用合計 8 8

経常損失（△） △283 △433

特別利益

固定資産売却益 1 1

特別利益合計 1 1

特別損失

固定資産除売却損 0 4

固定資産撤去費用 21 ―

退職特別加算金 20 86

特別損失合計 42 90

税金等調整前四半期純損失（△） △324 △523

法人税、住民税及び事業税 21 31

法人税等調整額 △54 △125

法人税等合計 △32 △94

四半期純損失（△） △291 △429

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

3 △7

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △295 △421
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

四半期純損失（△） △291 △429

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 392 4,093

為替換算調整勘定 ― △2

退職給付に係る調整額 10 △23

その他の包括利益合計 403 4,068

四半期包括利益 111 3,639

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 107 3,648

非支配株主に係る四半期包括利益 4 △9
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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。

（セグメント情報等）

前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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

(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
計上額情報デザイン

事業

教育
ソリューション

事業
合計

売上高

外部顧客への売上高 11,440 99 11,539 ― 11,539

セグメント間の内部
売上高又は振替高

68 ― 68 △68 ―

計 11,508 99 11,608 △68 11,539

セグメント損失(△) △369 △252 △621 4 △616

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)

損失 金額

報告セグメント計 △621

セグメント間取引消去 4

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △616

決算短信（宝印刷） 2018年08月01日 10時37分 9ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



図書印刷株式会社(7913) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

― 8 ―

当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30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

(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
計上額情報デザイン

事業

教育
ソリューション

事業
合計

売上高

外部顧客への売上高 10,784 674 11,459 ― 11,459

セグメント間の内部
売上高又は振替高

136 4 141 △141 ―

計 10,921 679 11,600 △141 11,459

セグメント損失(△) △289 △352 △641 2 △639

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)

損失 金額

報告セグメント計 △641

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(△) △639

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。
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