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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 8,432 3.9 93 ― 87 ― 34 △50.4
25年3月期第2四半期 8,109 △2.8 △0 ― △4 ― 69 557.1

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 44百万円 （△37.0％） 25年3月期第2四半期 71百万円 （398.1％）

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

26年3月期第2四半期 1.90 ―
25年3月期第2四半期 3.80 ―

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3月期第2四半期 12,930 3,591 27.4 195.91
25年3月期 12,810 3,602 27.8 196.70
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  3,549百万円 25年3月期  3,563百万円

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3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3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 17,450 2.8 240 102.8 220 98.5 110 △8.3 6.02



(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） 

※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報告書の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
に基づく四半期連結財務諸表に対する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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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）連結業績予想などの将来予測情報に関する
説明」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   ：  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3月期2Q 21,460,000 株 25年3月期 21,460,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 3,344,510 株 25年3月期 3,341,413 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 18,142,244 株 25年3月期2Q 18,343,981 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種経済対策や日銀による金融政策などを背景とした円

高是正や株価回復の動きがあり、一部の企業や個人消費に緩やかな改善の兆しが現れております。しかしながら、雇

用・所得動向は依然厳しい状況であり併せて電気料の値上げや円安による物価の上昇も見受けられ消費者の節約志向

は継続し、景気回復への期待感が強まっているものの需要の回復はさほど進んでおらず、先行き不透明な状況で推移

いたしました。 

このような経済状況のもとで、当社及び連結子会社は、同業者間の熾烈な受注競争による受注価格低下のなか、営

業面においては、全国の営業拠点を活かし主力品目の受注拡大と新規需要の開拓に取り組んでまいりました。一方、

生産面においては、お取引先のニーズにお応えすべく品質安定のため生産工程の改善と生産設備の更新・改修を図っ

てまいりました。また、原材料や電力料など製造コストの上昇分を補うため生産効率の向上に取り組み収益回復に努

めてまいりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は84億32百万円（前年同期比3.9％増）となり、営業

利益は93百万円（前年同期は０百万円の損失）、経常利益は87百万円（前年同期は４百万円の損失）、四半期純利益

は34百万円（前年同期比50.4％減）となりました。 

なお、当社及び連結子会社は印刷事業セグメントのみであるため、事業部門別の売上概況を示せば、次のとおりで

あります。また、利益については管理上、部門別には把握しておりません。 

①商業印刷部門 

当部門の高級美術印刷は受注が振るわず減少いたしましたが、商業印刷は企業の広告宣伝費抑制の影響を受けまし

たものの新規受注に努め堅調に推移し、この部門全体の売上高は９億69百万円（前年同期比9.2％増）となりまし

た。 

②包装資材及び紙器、紙工品部門 

 当部門の軟包装資材は堅調に推移し、紙器、紙工品も設備投資効果による拡販が奏功し順調に増加したことから、

この部門全体の売上高は43億67百万円（前年同期比3.2％増）となりました。 

③情報機器及びサプライ品部門 

 当部門のタグ、ラベル、シール類の出荷数量が堅調に推移し、情報機器類も新規受注を獲得したことにより増加と

なり、この部門全体の売上高は23億25百万円（前年同期比1.8％増）となりました。 

④その他の部門 

 当部門の化成品類は新規受注やお取引先の需要が回復したことなどにより受注単価の改定が順調に推移し、この部

門全体の売上高は７億69百万円（前年同期比8.2％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億20百万円増加の129億30百万円となりまし

た。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ１百万円増加の57億92百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が２

億63百万円減少したものの、現金及び預金が２億80百万円増加したことなどによるものであります。固定資産は、前

連結会計年度末に比べ１億18百万円増加の71億38百万円となりました。これは機械装置及び運搬具が３億１百万円増

加したことなどによるものであります。  

負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億31百万円増加の93億39百万円となりました。これは支払手形及び買掛金

が３億７百万円減少したものの、短期借入金が２億46百万円、長期借入金が２億22百万円増加したことなどによるも

のであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ10百万円減少の35億91百万円となりました。 

これらの結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ79銭減少の195円91銭となり、自己資本比率は前

連結会計年度末に比べ27.8％から27.4％になりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の通期の業績予想につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はござい

ません。 

※ 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、実際の業績は今後様々

な要因によって大きく異なる可能性があります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

該当事項はありません。   

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,042,595 1,323,395

受取手形及び売掛金 3,144,455 2,881,392

商品及び製品 871,173 841,808

仕掛品 410,922 445,311

原材料 182,776 182,551

その他 152,568 124,829

貸倒引当金 △13,668 △6,663

流動資産合計 5,790,823 5,792,624

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,787,132 1,735,876

機械装置及び運搬具（純額） 1,953,517 2,254,894

土地 2,232,632 2,255,897

建設仮勘定 102,508 －

その他（純額） 125,841 123,632

有形固定資産合計 6,201,632 6,370,301

無形固定資産 47,543 43,514

投資その他の資産   

投資有価証券 227,612 237,468

繰延税金資産 416,988 397,039

その他 167,719 105,474

貸倒引当金 △41,894 △15,582

投資その他の資産合計 770,425 724,399

固定資産合計 7,019,601 7,138,216

資産合計 12,810,425 12,930,840

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,979,615 4,672,560

短期借入金 1,649,923 1,896,122

未払法人税等 44,254 27,643

賞与引当金 80,373 83,980

その他 531,314 555,686

流動負債合計 7,285,481 7,235,993

固定負債   

長期借入金 498,740 721,270

退職給付引当金 1,022,393 1,013,977

役員退職慰労引当金 100,251 85,693

長期未払金 178,552 161,300

その他 122,551 120,803

固定負債合計 1,922,488 2,103,045

負債合計 9,207,970 9,339,039



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,570,846 1,570,846

資本剰余金 835,777 835,777

利益剰余金 2,106,785 2,087,939

自己株式 △974,922 △975,359

株主資本合計 3,538,486 3,519,204

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 25,441 29,874

その他の包括利益累計額合計 25,441 29,874

少数株主持分 38,527 42,723

純資産合計 3,602,455 3,591,801

負債純資産合計 12,810,425 12,930,840



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 8,109,241 8,432,367

売上原価 6,856,953 7,124,965

売上総利益 1,252,288 1,307,402

販売費及び一般管理費 1,252,713 1,214,232

営業利益又は営業損失（△） △424 93,170

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,966 3,460

不動産賃貸料 2,566 2,672

その他 6,050 5,066

営業外収益合計 12,583 11,200

営業外費用   

支払利息 13,440 12,697

手形売却損 1,504 1,386

その他 1,784 2,386

営業外費用合計 16,730 16,469

経常利益又は経常損失（△） △4,572 87,900

特別利益   

固定資産売却益 157,236 1,006

特別利益合計 157,236 1,006

特別損失   

固定資産処分損 1,259 5,064

投資有価証券評価損 5,727 －

特別損失合計 6,987 5,064

税金等調整前四半期純利益 145,677 83,842

法人税、住民税及び事業税 60,802 21,535

法人税等調整額 10,369 21,954

法人税等合計 71,172 43,489

少数株主損益調整前四半期純利益 74,504 40,353

少数株主利益 4,745 5,760

四半期純利益 69,759 34,592



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 74,504 40,353

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,399 4,432

その他の包括利益合計 △3,399 4,432

四半期包括利益 71,104 44,785

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 66,359 39,025

少数株主に係る四半期包括利益 4,745 5,760



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（３）四半期連結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）
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