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1.  平成25年8月期第2四半期の業績（平成24年8月21日～平成25年2月20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 ％

25年8月期第2四半期 2,572 △4.6 △16 ― △25 ― △23 ―
24年8月期第2四半期 2,697 0.2 34 △52.0 25 △58.5 5 60.1

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

25年8月期第2四半期 △3.95 ―
24年8月期第2四半期 0.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年8月期第2四半期 5,866 3,608 61.5
24年8月期 6,180 3,650 59.1
（参考） 自己資本   25年8月期第2四半期  3,608百万円 24年8月期  3,650百万円

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

24年8月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年8月期 ― 5.00
25年8月期（予想） ― 5.00 10.00

3. 平成25年 8月期の業績予想（平成24年 8月21日～平成25年 8月20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 5,805 2.9 264 12.6 256 18.4 142 30.9 23.68



(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   ：  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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年8月期2Q 6,000,000 株 24年8月期 6,000,000 株
② 期末自己株式数 25年8月期2Q 305 株 24年8月期 304 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期2Q 5,995,695 株 24年8月期2Q 5,999,771 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おります。 

※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、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３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災復興需要等により緩やかな回復の動きが

見られ、政権交代による経済政策への期待感から円安の進行、株価の上昇等が進む一方、長期化する欧

州経済の低迷や新興国経済の減速等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

印刷業界におきましても、企業の販売促進費の抑制やWeb化による需要の減少と競争激化による受注

価格下落の影響を受け、引き続き厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと、当社はＤＰ（データプリント）サービスを中心とした製品開発やサービスの

充実、基盤強化による業務の効率化、顧客志向の企画提案型販売活動による需要の創造に継続的に取り

組んでまいりました。 

しかしながら、厳しい環境を乗り越えるには至らず、当第２四半期累計期間の売上高は25億72百万円

（前年同四半期比4.6％減）、営業損失は16百万円（前年同四半期は34百万円の営業利益）、経常損失

は25百万円（前年同四半期は25百万円の経常利益）、四半期純損失は23百万円（前年同四半期は５百万

円の四半期純利益）の減収減益となりました。 

  

  品目別売上高につきましては、以下のとおりであります。 

 
  

  

当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比べ３億14百万円減少し、58億66百万

円となりました。主な要因は、流動資産で受取手形及び売掛金が１億32百万円、固定資産で機械及び装

置が84百万円、リース資産が85百万円減少したことによるものです。 

負債合計は２億71百万円減少し、22億58百万円となりました。主な要因は、流動負債で短期借入金が

１億16百万円、固定負債でリース債務が１億１百万円減少したことによるものです。 

純資産合計は42百万円減少し、36億８百万円となりました。主な要因は、株主資本で利益剰余金が53

百万円減少したことによるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比

べ11百万円減少し、３億64百万円となりました。また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・

フローは次のとおりであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

前第２四半期累計期間 
（自  平成23年８月21日 
  至  平成24年２月20日）

当第２四半期累計期間 
（自  平成24年８月21日 
  至  平成25年２月20日）

売上金額（千円） 売上金額（千円） 前年同四半期比(％)

ＢＦ複合サービス 814,505 730,313 89.7

企画商印サービス 176,434 154,675 87.7

ＩＰＤＰサービス 245,409 307,280 125.2

ＤＭＤＰサービス 1,461,046 1,380,646 94.5

合    計 2,697,396 2,572,915 95.4

（２）財政状態に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において営業活動によって得られた資金は、前年同四半期比15百万円増加し、

２億84百万円となりました。これは、前年同四半期比でたな卸資産の増減額が50百万円減少したもの

の、売上債権の増減額が90百万円増加したこと等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において投資活動によって支出した資金は、前年同四半期比76百万円減少し、

２百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が前年同四半期比75百万円減少

したこと等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において財務活動によって支出した資金は、前年同四半期比１億８百万円増加

し、２億93百万円となりました。これは、短期借入金の増減額が前年同四半期比１億円減少したこと等

によるものです。 

  

  

平成25年度８月期の通期の業績予想につきましては、前回公表（平成24年10月２日付）いたしました

業績予想に変更はありません。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年８月21日以後に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる当第２四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響

は軽微であります。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年８月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 474,132 415,465

受取手形及び売掛金 1,141,425 1,008,504

製品 86,686 111,476

仕掛品 74,830 124,003

原材料及び貯蔵品 92,173 97,676

繰延税金資産 47,519 43,135

その他 18,306 10,354

貸倒引当金 △2,282 △2,017

流動資産合計 1,932,790 1,808,599

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,475,535 1,446,100

機械及び装置（純額） 820,309 735,935

土地 965,106 965,106

リース資産（純額） 709,792 624,526

その他（純額） 41,027 38,637

有形固定資産合計 4,011,770 3,810,305

無形固定資産 86,846 82,081

投資その他の資産 148,872 165,205

固定資産合計 4,247,489 4,057,592

資産合計 6,180,280 5,866,191

負債の部   

流動負債   

買掛金 152,138 196,867

短期借入金 888,060 771,800

リース債務 247,942 255,502

未払法人税等 55,417 6,612

その他 386,852 330,448

流動負債合計 1,730,411 1,561,231

固定負債   

長期借入金 22,800 1,200

リース債務 599,892 498,374

退職給付引当金 121,056 147,761

その他 55,855 49,555

固定負債合計 799,603 696,891

負債合計 2,530,015 2,258,122
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年８月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年２月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 460,000 460,000

資本剰余金 285,200 285,200

利益剰余金 2,894,372 2,840,688

自己株式 △90 △91

株主資本合計 3,639,481 3,585,796

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,783 22,272

評価・換算差額等合計 10,783 22,272

純資産合計 3,650,265 3,608,069

負債純資産合計 6,180,280 5,866,191
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（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23年８月21日 
 至 平成24年２月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年８月21日 
 至 平成25年２月20日) 

売上高 2,697,396 2,572,915

売上原価 2,041,950 1,967,981

売上総利益 655,446 604,933

販売費及び一般管理費 620,696 621,616

営業利益又は営業損失（△） 34,749 △16,682

営業外収益   

受取利息 69 60

受取配当金 782 741

作業くず売却益 5,007 4,352

その他 1,744 1,958

営業外収益合計 7,603 7,112

営業外費用   

支払利息 16,548 12,792

その他 295 2,702

営業外費用合計 16,843 15,495

経常利益又は経常損失（△） 25,509 △25,065

特別利益   

固定資産受贈益 2,710 －

特別利益合計 2,710 －

特別損失   

固定資産除却損 1,046 3,323

事務所移転費用 3,579 2,486

投資有価証券評価損 86 －

その他 － 813

特別損失合計 4,713 6,622

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 23,506 △31,688

法人税、住民税及び事業税 15,600 1,000

法人税等調整額 2,616 △9,002

法人税等合計 18,216 △8,002

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,290 △23,686
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（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23年８月21日 
 至 平成24年２月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年８月21日 
 至 平成25年２月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

23,506 △31,688

減価償却費 272,515 280,021

貸倒引当金の増減額（△は減少） △913 △267

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,213 △16,721

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,350 △4,350

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,055 26,705

受取利息及び受取配当金 △852 △801

支払利息 16,548 12,792

事務所移転費用 3,579 2,486

有形固定資産除却損 1,046 3,323

固定資産受贈益 △2,710 －

投資有価証券評価損益（△は益） 86 －

売上債権の増減額（△は増加） 42,781 132,920

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,871 △79,466

仕入債務の増減額（△は減少） 15,032 44,729

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,112 △25,631

未収消費税等の増減額（△は増加） 989 －

その他 △19,765 2,322

小計 364,578 346,374

利息及び配当金の受取額 852 801

利息の支払額 △16,536 △12,752

法人税等の支払額 △79,941 △50,149

営業活動によるキャッシュ・フロー 268,952 284,274

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 △67,400 △67,600

定期預金の払戻による収入 114,400 114,400

有形固定資産の取得による支出 △130,907 △55,481

その他 4,711 5,956

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,195 △2,724

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 120,000 20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △116,811 △125,452

長期借入金の返済による支出 △157,860 △157,860

配当金の支払額 △29,926 △30,103

自己株式の取得による支出 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △184,598 △293,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,157 △11,866

現金及び現金同等物の期首残高 372,563 376,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 377,721 364,965
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

福島印刷株式会社（7870）平成25年８月期第２四半期決算短信（非連結）

－9－




