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1.  平成25年4月期第2四半期の業績（平成24年5月1日～平成24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 ％

25年4月期第2四半期 741 △9.0 △484 ― △476 ― △528 ―

24年4月期第2四半期 815 3.9 △445 ― △436 ― △449 ―

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4月期第2四半期 △139.88 ―

24年4月期第2四半期 △118.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年4月期第2四半期 3,658 2,987 81.7
24年4月期 4,492 3,542 78.8

（参考） 自己資本   25年4月期第2四半期  2,987百万円 24年4月期  3,542百万円

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4月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年4月期 ― 0.00

25年4月期（予想） ― 10.00 10.00

3. 平成25年 4月期の業績予想（平成24年 5月 1日～平成25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 2,830 0.0 20 31.1 50 △19.0 20 △51.2 5.29



(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4月期2Q 3,813,000 株 24年4月期 3,813,000 株

② 期末自己株式数 25年4月期2Q 33,776 株 24年4月期 33,776 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年4月期2Q 3,779,224 株 24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）経営成績に関する定性的情報 

 当第2四半期累計期間（平成24年5月1日～10月31日）のわが国経済は、国の経済の大きさを示す国内総生産

（GDP）が2012年7～9月期は年率3.5％減となり、3四半期ぶりのマイナス成長で、世界経済の減速を背景に企業収

益や設備投資、個人消費が落ち込み、景気が後退局面に入っているという見方が強まってまいりました。また、当

印刷業界におきましても、紙・板紙の国内出荷量が前年同月比で8月・4.2％減、9月・6.7％減、10月・2.4％減と

なり、今年6月から10月まで5カ月連続の前年同月比減少を記録するなど、印刷需要の低迷を鮮明に現しておりまし

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、少子化による

マーケット縮小からの競争激化、それに伴う単価下落の影響は避け難く前年同期間比6.9％減の391百万円となり、

一般商業印刷部門の売上高につきましては、メディアの電子化などにより印刷物全体の需要がふるわず、前年同期

間比11.2％減の350百万円となりまして、全売上高は前年同期間比9.0％減の741百万円となりました。 

 また、損益面におきましては、上記の売上高減少等により、営業損失484百万円（前年同期間比38百万円損失

増）、経常損失476百万円（前年同期間比40百万円損失増）、四半期純損失528百万円（前年同期間比79百万円損失

増）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）財政状態に関する定性的情報 

 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3,658百万円と前事業年度末に比べ834百万

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797百万円等による

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2,987百万円と前事業年度末に比べ554百万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528百万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）業績予想に関する定性的情報 

 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24年6月8日発表

「平成24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 

 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   

（減価償却方法の変更）   

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期会計期間より、平成24年5月1日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、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はそれ

ぞれ2,078千円減少しております。 

   

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24年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,727,006 929,955

受取手形及び売掛金 458,469 221,962

商品及び製品 3,674 4,279

仕掛品 46,717 70,451

原材料及び貯蔵品 25,323 22,799

その他 12,566 18,003

貸倒引当金 △37,500 △47,500

流動資産合計 2,236,316 1,219,951

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 569,989 569,989

土地 929,190 929,190

その他（純額） 338,013 343,814

有形固定資産合計 1,837,193 1,842,993

無形固定資産 22,236 23,468

投資その他の資産   

その他 407,153 583,467

貸倒引当金 △10,000 △11,400

投資その他の資産合計 397,153 572,067

固定資産合計 2,256,583 2,438,529

資産合計 4,492,900 3,658,481

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 250,729 127,983

未払法人税等 19,696 10,951

賞与引当金 90,000 88,000

その他 260,804 110,788

流動負債合計 621,230 337,723

固定負債   

退職給付引当金 128,928 131,038

役員退職慰労引当金 176,756 181,566

資産除去債務 17,768 17,877

その他 6,019 2,307

固定負債合計 329,472 332,788

負債合計 950,703 670,512



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24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 965,835 399,405

自己株式 △15,958 △15,958

株主資本合計 3,571,186 3,004,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,989 △16,788

評価・換算差額等合計 △28,989 △16,788

純資産合計 3,542,196 2,987,968

負債純資産合計 4,492,900 3,658,481



（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５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第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) 

売上高 815,177 741,814

売上原価 981,097 931,745

売上総損失（△） △165,920 △189,931

販売費及び一般管理費 279,850 294,810

営業損失（△） △445,770 △484,742

営業外収益   

受取利息 2,384 1,258

受取配当金 3,504 3,868

その他 3,677 2,720

営業外収益合計 9,567 7,847

経常損失（△） △436,203 △476,894

特別利益   

固定資産売却益 559 －

特別利益合計 559 －

特別損失   

投資有価証券評価損 1,084 34,417

固定資産除却損 12,591 17,324

特別損失合計 13,675 51,742

税引前四半期純損失（△） △449,318 △528,636

四半期純損失（△） △449,318 △528,636



（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５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △449,318 △528,636

減価償却費 102,793 90,644

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,204 2,109

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） △9,000 △2,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,000 11,400

受取利息及び受取配当金 △5,889 △5,127

投資有価証券評価損益（△は益） 1,084 34,417

固定資産売却損益（△は益） △559 －

固定資産除却損 12,591 17,324

売上債権の増減額（△は増加） 242,722 235,143

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,324 △21,814

仕入債務の増減額（△は減少） △119,303 △122,746

未払消費税等の増減額（△は減少） △64,566 △64,778

その他 △47,736 △69,189

小計 △341,493 △418,443

利息及び配当金の受取額 6,559 5,437

法人税等の支払額 △9,150 △8,744

営業活動によるキャッシュ・フロー △344,084 △421,750

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 200,000 300,000

有形固定資産の取得による支出 △60,630 △133,484

無形固定資産の取得による支出 △285 △3,019

有形固定資産の売却による収入 439 －

投資有価証券の取得による支出 △1,201 △1,202

その他 1,928 138

投資活動によるキャッシュ・フロー 140,250 △37,567

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △37,531 △37,793

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,531 △37,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △241,366 △497,110

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,238 1,427,066

現金及び現金同等物の四半期末残高 890,872 929,955



 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）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

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23年5月1日 （自 平成24年5月1日 （自 平成23年5月1日 

   至 平成23年10月31日）  至 平成24年10月31日）  至 平成24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 420,566 51.6 391,481 52.8 △29,085 △6.9 2,029,777 71.8

一般商業印刷 394,610 48.4 350,333 47.2 △44,277 △11.2 798,112 28.2

合計 815,177 100.0 741,814 100.0 △73,362 △9.0 2,827,889 100.0

    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23年5月1日   （自 平成24年5月1日   （自 平成23年5月1日 

     至 平成23年10月31日）    至 平成24年10月31日）    至 平成24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 648,816 457,178 637,690 447,154 2,001,794 200,946

一般商業印刷 400,239 27,975 345,286 11,810 792,622 16,856

合計 1,049,055 485,154 982,976 458,964 2,794,417 217,803
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