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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年12月期第2四半期 9,758 23.9 392 ― 415 ― 625 ―
23年12月期第2四半期 7,877 △2.9 △8 ― 1 △99.3 △209 ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 632百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 △203百万円 （―％）

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

24年12月期第2四半期 57.90 ―
23年12月期第2四半期 △20.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 19,572 8,648 44.2
23年12月期 17,414 7,709 44.3
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  8,647百万円 23年12月期  7,708百万円

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

23年12月期 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00
24年12月期 6.00 6.00
24年12月期（予想） 6.00 6.00 24.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12月31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 19,800 16.5 600 64.0 700 79.1 800 543.3 73.54



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）野村信託銀行株式会社（従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式1,114,300株を期末自己株式数に含めて記載しております。 

※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。なお、業績予想に関する事項は、[添付資料]Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結
業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期2Q 12,106,800 株 23年12月期 9,990,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 1,114,420 株 23年12月期 120 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 10,801,792 株 23年12月期2Q 9,989,917 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、自動車販売の回復、復興関連の支出増を受けて、個人消費も

回復基調で推移いたしましたが、欧州の債務危機及び超円高の長期化、中国をはじめとした新興国の景気減速懸念

など企業経営にとって先行き不透明な状況が続いております。  

 当社グループの属するクリエイティブサービス業界におきましては、企業業績の回復基調を背景に、企業の広

告・宣伝の出稿意欲も堅調に推移しております。しかし、従来型の印刷ビジネスにおいては、スマートフォンや電

子書籍等の情報媒体の多様化も一層進み、依然厳しい受注競争が続いております。  

 当社企業グループは、店舗および外交営業によるきめ細かいサービスによって顧客開拓を行い、オンデマンド印

刷やサインディスプレイサービスに加え、付加価値印刷の提供、３ＤＣＧ・ＡＲ制作などの、多岐にわたるクリエ

イティブサービスをワンストップで提供することに注力しております。また、従来の印刷情報用紙以外の情報媒体

に対しても、お客様にストレスを与えることなく提供できるよう体制強化を図ってまいりました。  

 加えて、販売の増強やシナジー効果が期待できるＭ＆Ａについては積極的に進めております。   

 その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は97億58百万円(前年同期比23.9％増)、営業利益３億92

百万円(前年同期は営業損失８百万円)、経常利益４億15百万円(前年同期は経常利益１百万円)、四半期純利益は、

新工場建設に伴う特別損失の計上がありましたが、負ののれん発生益もあり、６億25百万円(前年同期は四半期純

損失２億９百万円)となりました。  

   

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

（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て21億58百万円増加し、195億72百  

万円となりました。これは主に現金及び預金が８億４百万円、土地が13億26百万円増加したことによるものです。

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて12億20百万円増加し、109億24百万円 

となりました。これは、短期借入金が２億円、未払法人税等が92百万円、資産除去債務が２億94百万円、社債が２

億36百万円増加したことによるものです。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて９億38百万円増加し、86億48百万円

となりました。これは、主に四半期純利益６億25百万円、株式交換に伴う新株の発行による資本剰余金８億89百万

円の増加、及びE-Ship信託契約に係る従業員持株会専用信託口の会計処理による自己株式の取得４億97百万円、剰

余金の配当１億25百万円によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ８億円増加し、20億27百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は８億15百万円（前年同期比75百万円増）となりました。  

 これは主に、税金等調整前四半期純利益６億２百万円、減価償却費３億84百万円の資金の増加、及び負ののれん

発生益７億87百万円、固定資産除却損１億69百万円、固定資産評価損１億円の発生によるものです。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は15億38百万円（前年同期比３億92百万円増）となりました。  

 これは主に、有形固定資産の売却による収入５億26百万円、敷金及び保証金の回収による収入５億46百万円の資

金の増加、及び有形固定資産の取得による支出25億80百万円の資金の減少によるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果得られた資金は13億20百万円（前年同期比９億98百万円増）となりました。  

 これは、短期借入金の純増加額19億円による資金の増加、及び自己株式の取得による支出４億97百万円、配当金

の支払額１億26百万円の資金の減少によるものです。  

      

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年８月９日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

（会計上の見積りの変更）  

 当社は、土壌の有害物質を除去する義務に関しての資産除去債務及び、賃貸不動産の定期借地契約に伴う原状回

復義務等に関しての資産除去債務、並びに事業所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復に係る債務

を資産除去債務として認識しております。第１四半期連結会計期間において、将来発生すると見込まれる土壌の有

害物質を除去する費用の見積額及び支出が見込まれる時期を変更したことに伴い、294,516千円を資産除去債務に

加算しております。  

 これにより、従来の方法に比べて、第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は、294,516千円減少

しております。  

   

（４）追加情報  

① 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

② 信託型従業員持株インセンティブ・プラン 

 当社は、グループの従業員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生

の増進策として、持株会の拡充を通じて従業員の株式取得及び保有を促進することにより従業員の財産形成を支

援することを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」（以下「本プラン」といいます。）の

導入を決議し、平成24年1月30日付けで当社を委託者、野村信託銀行株式会社を受託者とするE-Ship信託契約を

締結しております。  

 本プランは、当社が信託銀行に従業員持株会専用信託（以下「従持信託」といいます。）を設定し、その設定

後約6.2年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託

から当社持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われます。  

 当社株式の取得及び処分については、当社が従持信託の債務を保証しているため、経済的実態を重視し、当社

と従持信託は一体であるとする会計処理をしております。  

 従いまして、従持信託が所有する当社株式や従持信託の資産及び負債並びに費用及び収益については、四半期

連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に含めて計上しております。  

 なお、平成24年６月30日現在において従持信託が所有する自己株式は1,114,300株であります。  

     

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,228,350 2,032,415

受取手形及び売掛金 3,731,868 4,067,120

商品及び製品 9,285 5,504

仕掛品 122,900 195,102

原材料及び貯蔵品 192,625 192,340

繰延税金資産 99,365 121,349

その他 1,058,308 460,049

貸倒引当金 △170,306 △178,072

流動資産合計 6,272,398 6,895,810

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,384,687 1,275,446

機械装置及び運搬具（純額） 791,552 704,063

土地 5,784,812 7,111,325

その他（純額） 145,466 504,864

有形固定資産合計 8,106,518 9,595,700

無形固定資産   

のれん 1,260,238 1,200,799

その他 530,881 458,299

無形固定資産合計 1,791,120 1,659,099

投資その他の資産   

投資有価証券 509,268 589,949

長期貸付金 12,775 7,670

繰延税金資産 105,917 148,885

敷金及び保証金 454,432 494,167

その他 225,192 197,308

貸倒引当金 △63,330 △15,751

投資その他の資産合計 1,244,255 1,422,229

固定資産合計 11,141,895 12,677,029

資産合計 17,414,293 19,572,839
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 604,091 667,892

短期借入金 4,600,000 4,800,000

1年内返済予定の長期借入金 888,337 880,000

未払法人税等 34,644 126,655

繰延税金負債 2,869 4,799

資産除去債務 29,000 370,000

その他 907,913 1,117,033

流動負債合計 7,066,855 7,966,379

固定負債   

社債 － 236,972

長期借入金 1,805,500 1,819,020

退職給付引当金 292,561 353,838

繰延税金負債 417,411 421,263

資産除去債務 61,876 15,650

その他 60,400 111,504

固定負債合計 2,637,749 2,958,250

負債合計 9,704,605 10,924,630

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,279,600 1,279,600

資本剰余金 1,359,329 2,249,420

利益剰余金 5,069,743 5,569,760

自己株式 △55 △459,146

株主資本合計 7,708,617 8,639,634

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,567 12,187

為替換算調整勘定 △6,375 △4,498

その他の包括利益累計額合計 192 7,689

少数株主持分 878 886

純資産合計 7,709,687 8,648,209

負債純資産合計 17,414,293 19,572,839
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 7,877,487 9,758,180

売上原価 5,839,750 7,045,483

売上総利益 2,037,736 2,712,697

販売費及び一般管理費 2,046,005 2,320,214

営業利益又は営業損失（△） △8,269 392,483

営業外収益   

受取利息 2,920 1,985

受取配当金 2,417 1,860

受取地代家賃 11,045 48,600

負ののれん償却額 15,671 －

その他 25,445 25,525

営業外収益合計 57,500 77,971

営業外費用   

支払利息 36,194 35,276

持分法による投資損失 7,455 15,873

その他 4,036 3,536

営業外費用合計 47,686 54,686

経常利益 1,544 415,768

特別利益   

固定資産売却益 15,414 4,260

負ののれん発生益 110,519 787,454

その他 8,149 9,351

特別利益合計 134,084 801,066

特別損失   

固定資産売却損 11,269 1,674

固定資産除却損 63,867 169,938

投資有価証券評価損 2,135 5,880

土壌浄化費用 － 294,516

減損損失 14,894 8,016

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 117,128 －

固定資産評価損 153,408 100,182

その他 2,000 34,582

特別損失合計 364,704 614,790

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（△）

△229,075 602,043

法人税、住民税及び事業税 14,569 48,226

法人税等調整額 △35,032 △71,646

法人税等合計 △20,463 △23,419

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（△）

△208,611 625,463

少数株主利益 437 7

四半期純利益又は四半期純損失（△） △209,049 625,455
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６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（△）

△208,611 625,463

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,368 5,619

持分法適用会社に対する持分相当額 575 1,877

その他の包括利益合計 4,944 7,497

四半期包括利益 △203,667 632,960

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △204,105 632,952

少数株主に係る四半期包括利益 437 7
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

△229,075 602,043

減価償却費 390,293 384,967

のれん償却額 60,178 59,439

負ののれん償却額 △15,671 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,916 △44,502

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,060 △1,500

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△31,975 50,994

受取利息及び受取配当金 △5,338 △3,845

支払利息 36,194 35,276

投資有価証券評価損益（△は益） 2,135 5,880

有形固定資産売却損益（△は益） △4,145 △2,585

減損損失 14,894 8,016

固定資産除却損 63,867 169,938

固定資産評価損 153,408 100,182

負ののれん発生益 △110,519 △787,454

売上債権の増減額（△は増加） 568,243 △66,381

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,890 △51,197

仕入債務の増減額（△は減少） 53,034 △97,163

破産更生債権等の増減額（△は増加） △13,823 47,579

その他 △153,604 457,874

小計 797,845 867,561

利息及び配当金の受取額 5,597 3,899

利息の支払額 △36,037 △32,658

法人税等の支払額 △27,828 △23,414

営業活動によるキャッシュ・フロー 739,575 815,387

投資活動によるキャッシュ・フロー   

子会社株式の取得による支出 △678 △30,000

有形固定資産の取得による支出 △451,081 △2,580,364

有形固定資産の売却による収入 56,463 526,809

無形固定資産の取得による支出 △29,192 △26,403

投資有価証券の取得による支出 △1,610 △4,333

投資有価証券の売却による収入 4,200 6,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△409,391 △1,500

貸付けによる支出 △373,000 △20,000

貸付金の回収による収入 34,800 53,165

敷金及び保証金の差入による支出 △6,909 △42,311

敷金及び保証金の回収による収入 16,438 546,077

その他 13,425 34,196

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,146,536 △1,538,664
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

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） 900,000 1,900,000

長期借入れによる収入 － 600,000

長期借入金の返済による支出 △456,666 △594,817

自己株式の取得による支出 － △497,242

自己株式の売却による収入 － 39,186

配当金の支払額 △120,800 △126,216

財務活動によるキャッシュ・フロー 322,533 1,320,910

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △84,426 597,633

現金及び現金同等物の期首残高 1,857,560 1,227,564

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 202,522

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,773,134 2,027,720
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 該当事項はありません。   

   

   

   

（注）１．平成24年２月３日の成旺印刷株式会社との株式交換により、新たに普通株式を2,116,800株発行いたし

ました。 

２．従業員持株会専用信託口による当社株式の取得であります。  

３．従業員持株会専用信託口から当社持株会への当社株式の売却であります。 

  

   

  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

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

前連結会計年度末残高(千円)  1,279,600  1,359,329  5,069,743  △55  7,708,617

当第２四半期連結会計期間末ま

での変動額(累計) 
          

剰余金の配当      △125,439    △125,439

四半期純利益(累計)      625,455    625,455

株式交換による増加 (注)１    889,056          889,056

自己株式の取得  (注)２        △497,242  △497,242

自己株式の処分  (注)３    1,035    38,151  39,186

当第２四半期連結会計期間末ま

での変動額(累計)合計 
－  890,091  500,016  △459,091  931,016

当第２四半期連結会計期間末残

高(千円) 
 1,279,600  2,249,420  5,569,760  △459,146  8,639,634

（６）重要な後発事象
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