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1.  平成26年4月期第1四半期の業績（平成25年5月1日～平成25年7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 ％

26年4月期第1四半期 516 1.3 △136 ― △132 ― △125 ―
25年4月期第1四半期 509 △6.7 △167 ― △161 ― △177 ―

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

26年4月期第1四半期 △33.10 ―
25年4月期第1四半期 △47.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年4月期第1四半期 4,140 3,406 82.3 901.50
25年4月期 4,503 3,575 79.4 946.40
（参考） 自己資本 26年4月期第1四半期 3,406百万円 25年4月期 3,575百万円

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

25年4月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年4月期 ―
26年4月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3. 平成26年 4月期の業績予想（平成25年 5月 1日～平成26年 4月30日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 760 0.0 △450 ― △450 ― △450 ― △119.10
通期 2,800 1.7 40 57.5 50 △17.6 40 △2.8 10.59



(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 ： 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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年4月期1Q 3,813,000 株 25年4月期 3,813,000 株
② 期末自己株式数 26年4月期1Q 34,644 株 25年4月期 34,644 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年4月期1Q 3,778,356 株 25年4月期1Q 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）経営成績に関する説明

当第1四半期（平成25年5月1日～7月31日）の経済情勢は、2013年4～6月期の国内総生産（GDP)が年率換算で

2.6％増（速報値）となって、日本経済が緩やかな回復基調にあることを示し、個人消費や輸出が好調でありまし

たが、設備投資は減少が続き景気回復の持続力はまだ力不足ともいえる状況にありました。一方、当印刷業界にお

きましては、カタログや雑誌の電子化が進んで市場の縮小が続いており、なお一層の厳しい状態でありました。

このような経済環境の下、当社の第1四半期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

高は卒業式後納品のアルバムを手堅く受注して前年同四半期比6.2％増の356百万円となり、一般商業印刷部門の売

上高は、上記の印刷市況の低迷等により前年同四半期比8.2％減の159百万円となりまして、全売上高は、前年同四

半期比1.3％増の516百万円となりました。

また、損益面におきましては、営業損失136百万円（前年同四半期比30百万円損失減）、経常損失132百万円（前

年同四半期比29百万円損失減）、四半期純損失125百万円（前年同四半期比52百万円損失減）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1四半期の売上高は年間売上高の4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発生が先行い

たしますので、第1四半期においては、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）財政状態に関する説明

当第1四半期における財政状態につきましては、総資産が4,140百万円と前事業年度末に比べ362百万円減少とな

っておりますが、これは主として材料等の仕入代金や配当金の支払等に現預金を充当したこと等によるものであり

ます。

また、純資産は3,406百万円と前事業年度末に比べ169百万円減少しておりますが、これは主に当第1四半期純損

失125百万円等によるものであります。

このような第1四半期における財政状態は、上記の年間売上高の季節変動に基づくものであり例年に比べて大き

な変化はありません。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期累計期間および通期の業績見通しにつきましては、概ね予想通り推移しており、現時点におきまして

は平成25年6月7日発表「平成25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

該当事項はありません。

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25年４月30日)

当第１四半期会計期間
(平成25年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,627,381 1,441,267

受取手形及び売掛金 354,897 291,099

商品及び製品 1,194 2,260

仕掛品 44,741 24,679

原材料及び貯蔵品 20,653 21,232

その他 16,379 28,217

貸倒引当金 △14,500 △14,300

流動資産合計 2,050,747 1,794,456

固定資産

有形固定資産

機械及び装置（純額） 634,565 603,928

土地 929,190 929,190

その他（純額） 335,368 333,878

有形固定資産合計 1,899,123 1,866,996

無形固定資産 22,999 22,486

投資その他の資産

その他 540,141 466,214

貸倒引当金 △9,400 △9,400

投資その他の資産合計 530,741 456,814

固定資産合計 2,452,863 2,346,297

資産合計 4,503,611 4,140,753

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 247,785 154,624

未払法人税等 20,426 9,980

賞与引当金 86,000 42,000

その他 224,451 182,744

流動負債合計 578,662 389,349

固定負債

退職給付引当金 129,237 131,391

役員退職慰労引当金 186,376 188,781

資産除去債務 17,985 18,040

その他 15,497 6,984

固定負債合計 349,097 345,198

負債合計 927,759 734,547



（単位：千円）

前事業年度
(平成25年４月30日)

当第１四半期会計期間
(平成25年７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 969,215 806,357

自己株式 △16,159 △16,159

株主資本合計 3,574,365 3,411,508

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,486 △5,302

評価・換算差額等合計 1,486 △5,302

純資産合計 3,575,852 3,406,205

負債純資産合計 4,503,611 4,140,753



（２）四半期損益計算書
（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成24年５月１日
至 平成24年７月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年５月１日
至 平成25年７月31日)

売上高 509,702 516,160

売上原価 534,440 515,685

売上総利益又は売上総損失（△） △24,737 475

販売費及び一般管理費 142,536 137,283

営業損失（△） △167,273 △136,808

営業外収益

受取利息 735 479

受取配当金 3,638 3,226

貸倒引当金戻入額 600 200

その他 845 695

営業外収益合計 5,819 4,602

経常損失（△） △161,453 △132,206

特別利益

投資有価証券売却益 － 14,562

特別利益合計 － 14,562

特別損失

投資有価証券売却損 － 7,430

固定資産除却損 16,545 －

特別損失合計 16,545 7,430

税引前四半期純損失（△） △177,999 △125,073

四半期純損失（△） △177,999 △125,073



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成24年５月１日
至 平成24年７月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年５月１日
至 平成25年７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（△） △177,999 △125,073

減価償却費 44,827 43,931

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,054 2,154

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,405 2,405

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,000 △44,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △600 △200

受取利息及び受取配当金 △4,374 △3,706

固定資産除却損 16,545 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,132

売上債権の増減額（△は増加） 139,404 63,915

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,812 18,417

仕入債務の増減額（△は減少） △108,717 △93,160

未払消費税等の増減額（△は減少） △57,867 △41,847

その他 △16,423 △13,780

小計 △179,931 △198,077

利息及び配当金の受取額 4,619 3,820

法人税等の支払額 △9,910 △10,446

営業活動によるキャッシュ・フロー △185,222 △204,703

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 300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △86,529 △13,421

無形固定資産の取得による支出 △3,019 －

投資有価証券の取得による支出 △602 △602

投資有価証券の売却による収入 － 67,895

その他 △5,952 △1,694

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,896 52,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △34,189 △33,587

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,189 △33,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △215,516 △186,113

現金及び現金同等物の期首残高 1,427,066 1,627,381

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,211,549 1,441,267



該当事項はありません。

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 

②部門別受注高及び受注残高

（４）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

４．補足情報

（１）部門別売上高並びに受注高及び受注残高

期別 前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間

増減金額 増減率

前事業年度

（自 平成24年5月1日 （自 平成25年5月1日 （自 平成24年5月1日

至 平成24年7月31日） 至 平成25年7月31日） 至 平成25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 336,139 65.9 356,891 69.1 20,751 6.2 2,055,296 74.7

一般商業印刷 173,563 34.1 159,269 30.9 △14,293 △8.2 697,272 25.3

合計 509,702 100.0 516,160 100.0 6,457 1.3 2,752,568 100.0

期別 前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間 前事業年度

（自 平成24年5月1日 （自 平成25年5月1日 （自 平成24年5月1日

至 平成24年7月31日） 至 平成25年7月31日） 至 平成25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 201,889 66,695 227,720 63,437 2,046,958 192,608

一般商業印刷 176,786 20,080 162,069 14,070 691,685 11,270

合計 378,675 86,775 389,790 77,507 2,738,643 203,878
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