
平成26年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成25年12月26日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 福島印刷株式会社 上場取引所 名 
コード番号 7870 URL http://www.fuku.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 下畠 学
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画部長 （氏名） 松谷 裕 TEL 076-267-5111
四半期報告書提出予定日 平成25年12月26日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成26年8月期第1四半期の業績（平成25年8月21日～平成25年11月20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8月期第1四半期 1,373 △0.6 △17 ― △19 ― △12 ―
25年8月期第1四半期 1,381 △0.2 2 △79.8 △1 ― △2 ―

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8月期第1四半期 △2.03 ―
25年8月期第1四半期 △0.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年8月期第1四半期 6,110 3,663 60.0
25年8月期 5,964 3,702 62.1
（参考） 自己資本   26年8月期第1四半期  3,663百万円 25年8月期  3,702百万円

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8月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年8月期 ―
26年8月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成26年 8月期の業績予想（平成25年 8月21日～平成26年 8月20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) 2,773 7.8 21 ― 20 ― 10 ― 1.72
通期 5,803 5.2 234 21.7 231 29.4 130 28.5 21.69



(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8月期1Q 6,000,000 株 25年8月期 6,000,000 株
② 期末自己株式数 26年8月期1Q 305 株 25年8月期 305 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期1Q 5,999,695 株 25年8月期1Q 5,999,695 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す。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲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。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２ページ「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。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策への期待感と金融緩和策などにより円

安・株価上昇が進み、緩やかな景気回復の動きが見られたものの、世界経済の下振れリスクや円安によ

る物価上昇を受けたコスト上昇など、依然として先行き不透明な状況が続きました。 

印刷業界におきましても、企業の販売促進費の抑制やWeb化による需要の減少、競争激化による受注

価格下落の影響を受け、引き続き厳しい状況が続いています。 

 このような状況のもと、当社はＤＰ（データプリント）サービスの開発や充実、販売マネジメントの

強化による創注に積極的に取り組んでまいりました。  

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は13億73百万円（前年同四半期比0.6％減）、営業損失は

17百万円（前年同四半期は２百万円の営業利益）、経常損失は19百万円（前年同四半期は１百万円の経

常損失）、四半期純損失は12百万円（前年同四半期は２百万円の四半期純損失）となりました。 

  
 品目別売上高につきましては、以下のとおりであります。 

  

  

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度と比べ１億45百万円増加し、61億10百万円

となりました。主な要因は、流動資産の繰延税金資産が58百万円増加、「その他」に含まれる立替金が

41百万円増加したことによるものです。 

負債合計は１億84百万円増加し、24億46百万円となりました。主な要因は、流動負債「その他」に含

まれる未払金が２億１千万円増加したことによるものです。 

純資産合計は38百万円減少し、36億63百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が42百万円減少

したことによるものです。 

  

  

平成26年８月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、前回公表（平成25年10月

２日付）いたしました業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 
 

前第１四半期累計期間 
（自 平成24年８月21日 
 至 平成24年11月20日）

当第１四半期累計期間 
（自 平成25年８月21日 
 至 平成25年11月20日）

 
売上金額（千円） 売上金額（千円） 前年同期比

 
ＢＦ複合サービス 378,563 341,796 △9.7%

 
企画商印サービス 89,510 73,762 △17.6%

 
ＩＰＤＰサービス 170,236 188,150 10.5%

 
ＤＭＤＰサービス 743,393 769,611 3.5%

 
合  計 1,381,703 1,373,321 △0.6%

 

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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 該当事項はありません。 

  

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年８月20日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 491,197 510,841

受取手形及び売掛金 1,005,065 1,016,451

電子記録債権 165,548 179,996

製品 72,138 90,367

仕掛品 78,741 89,638

原材料及び貯蔵品 78,508 67,773

繰延税金資産 50,351 108,566

その他 50,459 105,878

貸倒引当金 △7,043 △2,283

流動資産合計 1,984,968 2,167,231

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,388,517 1,367,587

機械及び装置（純額） 673,652 635,337

土地 965,106 965,106

リース資産（純額） 716,514 699,872

その他（純額） 36,679 42,998

有形固定資産合計 3,780,470 3,710,902

無形固定資産 72,730 86,127

投資その他の資産 126,277 145,835

固定資産合計 3,979,478 3,942,865

資産合計 5,964,446 6,110,097

負債の部   

流動負債   

買掛金 198,885 205,353

短期借入金 622,200 581,400

リース債務 290,476 298,627

未払法人税等 13,296 60,888

その他 365,626 550,234

流動負債合計 1,490,484 1,696,503

固定負債   

長期借入金 114,100 106,750

リース債務 549,829 522,666

退職給付引当金 58,196 71,734

その他 49,555 48,855

固定負債合計 771,680 750,005

負債合計 2,262,165 2,446,509
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年８月20日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年11月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 460,000 460,000

資本剰余金 285,200 285,200

利益剰余金 2,935,682 2,893,509

自己株式 △91 △91

株主資本合計 3,680,791 3,638,618

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,489 24,969

評価・換算差額等合計 21,489 24,969

純資産合計 3,702,281 3,663,588

負債純資産合計 5,964,446 6,110,097
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（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８月21日 
 至 平成24年11月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年８月21日 
 至 平成25年11月20日) 

売上高 1,381,703 1,373,321

売上原価 1,050,409 1,057,356

売上総利益 331,293 315,964

販売費及び一般管理費 328,508 333,379

営業利益又は営業損失（△） 2,785 △17,415

営業外収益   

受取利息 10 10

受取配当金 37 49

作業くず売却益 2,429 2,546

その他 820 865

営業外収益合計 3,297 3,470

営業外費用   

支払利息 6,623 5,534

その他 1,107 －

営業外費用合計 7,730 5,534

経常損失（△） △1,647 △19,479

特別損失   

固定資産除却損 49 9

事務所移転費用 2,486 －

投資有価証券評価損 57 －

特別損失合計 2,592 9

税引前四半期純損失（△） △4,240 △19,489

法人税、住民税及び事業税 61,000 58,000

法人税等調整額 △62,543 △65,314

法人税等合計 △1,543 △7,314

四半期純損失（△） △2,697 △12,174
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）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）
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