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1.  平成25年4月期第3四半期の業績（平成24年5月1日～平成25年1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3四半期 936 △10.2 △595 ― △583 ― △635 ―

24年4月期第3四半期 1,042 1.3 △554 ― △537 ― △578 ―

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3四半期 △168.13 ―

24年4月期第3四半期 △153.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年4月期第3四半期 3,907 2,921 74.8
24年4月期 4,492 3,542 78.8

（参考） 自己資本   25年4月期第3四半期  2,921百万円 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3Q 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3Q 34,273 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3Q 3,779,223 株 24年4月期3Q 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3四半期累計期間（平成24年5月1日～平成25年1月31日）の経済情勢は、10～12月期の国内総生産（GDP）が

年率換算で0.4％減と3四半期連続のマイナスとなりましたが、マイナス幅は前期から縮小し、景気の先行きに薄日

がさしてまいりました。しかしながら、印刷業界におきましては、平成25年1月の紙・板紙の国内出荷量が8ヵ月連

続で前年同月を下回り、このうち印刷用紙の出荷減が大きく、印刷需要は底打ちにはまだ至っていない状況であり

ました。 

 このような経営環境の下、当社の第3四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、この第3四半期までは卒業式後納品のアルバムなどいわゆるオフシーズンであります

が、少子化等によるマーケットの厳しさは変らず、前年同期間比6.7％減の412百万円となり、一般商業印刷部門の

売上高につきましては、売上金額に占める外注費率の比較的高い物件の受注を抑えたことなどにより、前年同期間

比12.8％減の523百万円となりまして、全売上高は前年同期間比10.2％減の936百万円となりました。 

 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595百万円（前年同期間比41百万円損失

増）、経常損失583百万円（前年同期間比46百万円損失増）、四半期純損失635百万円（前年同期間比56百万円損失

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3四半期累計期間の売上高は年間売上高の4分の3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3四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3四半期末における財政状態につきましては、総資産が3,907百万円と前事業年度末に比べ585百万円減少と

なっております。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936百万円の減少、たな卸資産の443百万

円増加といった内容の変化はありますが、例年に比べ大きな変化はありません。 

 また、純資産は2,921百万円と前事業年度末に比べ620百万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3四半期累計期間純損失635百万円等によるものであります。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 通期の見通しにつきましては、概ね予想どおり推移しており、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、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3四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2,622千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３四半期会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,727,066 790,550

受取手形及び売掛金 458,469 155,564

商品及び製品 3,674 276,984

仕掛品 46,717 216,535

原材料及び貯蔵品 25,323 25,568

その他 12,566 19,990

貸倒引当金 △37,500 △40,000

流動資産合計 2,236,316 1,445,193

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 569,989 538,312

土地 929,190 929,190

その他（純額） 338,013 340,956

有形固定資産合計 1,837,193 1,808,459

無形固定資産 22,236 27,010

投資その他の資産   

その他 407,153 638,063

貸倒引当金 △10,000 △11,400

投資その他の資産合計 397,153 626,663

固定資産合計 2,256,583 2,462,132

資産合計 4,492,900 3,907,326

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 250,729 206,631

未払法人税等 19,696 6,732

賞与引当金 90,000 43,000

その他 260,804 380,359

流動負債合計 621,230 636,723

固定負債   

退職給付引当金 128,928 131,144

役員退職慰労引当金 176,756 183,971

資産除去債務 17,768 17,931

その他 6,019 16,034

固定負債合計 329,472 349,082

負債合計 950,703 985,805



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年１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 965,835 292,628

自己株式 △15,958 △16,064

株主資本合計 3,571,186 2,897,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,989 23,646

評価・換算差額等合計 △28,989 23,646

純資産合計 3,542,196 2,921,521

負債純資産合計 4,492,900 3,907,326



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

売上高 1,042,368 936,197

売上原価 1,186,860 1,114,831

売上総損失（△） △144,492 △178,633

販売費及び一般管理費 409,522 417,094

営業損失（△） △554,014 △595,728

営業外収益   

受取利息 3,034 1,790

受取配当金 6,327 6,710

貸倒引当金戻入額 2,500 －

その他 4,703 3,564

営業外収益合計 16,564 12,066

経常損失（△） △537,450 △583,662

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 29,352 34,417

固定資産除却損 12,591 17,334

特別損失合計 41,943 51,752

税引前四半期純損失（△） △578,833 △635,414

四半期純損失（△） △578,833 △635,414



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年１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（△） △578,833 △635,414

減価償却費 155,831 136,914

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,400 2,216

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,215 7,215

賞与引当金の増減額（△は減少） △53,000 △47,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,500 3,900

受取利息及び受取配当金 △9,361 △8,501

投資有価証券評価損益（△は益） 29,352 34,417

固定資産売却損益（△は益） △559 －

固定資産除却損 12,591 17,334

売上債権の増減額（△は増加） 290,406 301,540

たな卸資産の増減額（△は増加） △452,695 △443,373

仕入債務の増減額（△は減少） △48,090 △44,097

その他の流動負債の増減額（△は減少） 251,870 204,084

未払消費税等の増減額（△は減少） △72,833 △72,038

その他 △6,209 △3,867

小計 △472,416 △546,669

利息及び配当金の受取額 10,210 8,719

法人税等の支払額 △13,128 △12,963

営業活動によるキャッシュ・フロー △475,334 △550,913

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 △90,579 △138,163

無形固定資産の取得による支出 △8,445 △7,909

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 △1,804 △1,803

その他 △58,310 209

投資活動によるキャッシュ・フロー 41,300 △47,666

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △105

配当金の支払額 △37,603 △37,829

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,603 △37,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △471,638 △636,515

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 660,600 790,550



 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3四半期累計期間 当第3四半期累計期間 

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24年1月31日）  至 平成25年1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 442,559 42.5 412,980 44.1 △29,578 △6.7 2,029,777 71.8

一般商業印刷 599,809 57.5 523,217 55.9 △76,591 △12.8 798,112 28.2

合計 1,042,368 100.0 936,197 100.0 △106,170 △10.2 2,827,889 100.0

    期別 前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間 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24年1月31日）    至 平成25年1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 1,482,453 1,268,822 1,526,598 1,314,564 2,001,794 200,946

一般商業印刷 608,082 30,620 524,280 17,920 792,622 16,856

合計 2,090,535 1,299,442 2,050,879 1,332,484 2,794,417 217,803
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