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売 上 高 48,428百万円 前期比　0.3%減

営 業 利 益 2,237百万円 前期比　5.1%減

経 常 利 益 2,124百万円 前期比　1.3%増

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,479百万円 前期比　6.2%増

株主の皆様におかれましては、平素より、格別のご高配を
賜り厚く御礼申し上げます。
当社グループの第38期報告書をお届けするにあたり、日ごろ
のご支援とご厚情に心から感謝申し上げますとともに、当社の
概況につきましてご報告申し上げます。
当連結会計年度における我が国経済は、けん引役であった
海外需要に不確実性が見受けられるものの、良好な雇用環境
や賃上げによる個人消費の改善などにより、依然として景気
の回復基調が続いております。
こうした環境のなか当印刷業界におきましては、人口減少
や高齢化に加え、共働き世帯の増加などによる社会構造の
変化や、電子商取引の拡大により印刷市場全体で縮小傾向に
あるなか、同業他社との受注競争に拍車がかかり、大変厳しい
経営環境にあります。
こうした状況下にあって、当社は、既存の折込チラシや
雑誌類などの受注量が減少傾向にあるなか、当第２四半期に
個人情報関連の印刷媒体を専門で扱う情報物流出力センター
を新設することで、ダイレクトメールやポスティング媒体を

お客様の潜在ニーズを掘り起こし、
顧客満足の追求に努めてまいります。

代表取締役会長兼CEO 代表取締役社長兼COO

TOP MESSAGE

使用した新しい販促ツールを提案営業し、受注拡大に努めて
おります。また子会社では、コミック類の電子媒体作成や、
ドラッグストアに特化した紙面制作フローの提案といった
各社の強みを活かした拡販活動に取り組むことで、連結業績に
寄与しております。

平成30年6月

■連結業績

株主の皆様へ
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　商業印刷につきましては、既存の折込チラシやカタログ類
の受注量が減少しましたものの、健康食品関連のダイレクト
メールや新聞折込チラシを新規に獲得するとともに、量販店
のポスティング媒体を受注したこと等により、売上高は、
368億８千５百万円と前期と比べ５億６千９百万円（1.6％）
の増収となりました。

　出版印刷につきましては、フリーマガジンの受注量増加に
加えて、子会社の電子書籍関連媒体の受注量が増加しました
ものの、情報誌等の雑誌類が全般的に受注減少したこと等
により、売上高は、104億４百万円と前期と比べ６億８千
８百万円（6.2％）の減収となりました。

商業印刷は
ダイレクトメールが好調です

出版印刷は電子書籍関連媒体、
地域情報誌が堅調です

◆チラシ　◆カタログ　◆パンフレット
◆パッケージ　◆ダイレクトメール　etc...

◆旅行案内誌　◆雑誌、情報誌
◆地図　◆書籍　etc...

チラシ
小ロットから百万部単位
の全国版チラシまで柔軟
かつ迅速に対応します。
600万部を10時間で各
折込エリアへお届けでき
ます。

フリーマガジン
フリーマガジンは、地域情
報誌のエリア拡大により堅
調です。さらに遠方エリア
にも受注拡大に努めてまい
ります。

雑誌・情報誌
多くの雑誌・情報誌の中で
も目を引くデザインや色使
いをご提案し、印刷で表現
します。日本最大規模の充
実した設備での生産で、よ
り速くお客様に製品をお届
けします。

ダイレクトメール
ダイレクトメールは、提
案のバリエーションを強
みにしています。ポステ
ィング媒体を使用した新
しい販促ツールの拡販に
努めています。

書籍
出版印刷を得意とする子会
社の株式会社暁印刷では文
庫本の受注を増やし、共立
印刷でも新刊書籍の受注を
確保しています。

カタログ
通販カタログ、ギフトカ
タログ、注文カタログ
など大手多数を担当し、
制作から印刷、製本の
一貫生産を得意としてい
ます。
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トピックス

暁印刷のデジタルコンテンツ事業の３つの柱をご紹介します
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環境への取り組み

共立印刷は継続してCO₂排出量削減に努めています
現在工場に2台設置されている排熱回収式吸着冷凍機は今期

も順調に稼動し、夏場の電力低減に寄与しました。

輪転機から出る熱を回収し、動力源として使用し、輪転機の冷却にかかる
電熱使用料を抑える循環型システムです。

コミックのカラーリングや縦読み化
により、作品を魅力的に表現します。

電子書籍
制作

DIGITAL 1 DIVISION

コンテンツ
開発

DIGITAL 3 DIVISION
配信取次

DIGITAL 2 DIVISION

出版社 暁印刷 電子書店

電子化を
許諾

版権料
支払

電子データ
制作

購読料
支払

取次だけでなく、長年蓄積したマーケティングデータを使用
した販促提案も実施しています。

下版
印刷・製本

電子書籍制作 印刷会社だからこそ
「紙本」と「電子書籍」の
同時発売が可能です。
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来期も、DM事業の
さらなる成長を
めざします。

UP!

55

4 5 6

特 集 成長するＤＭ事業を支える、ＤＭプロフェッショナルたちを ご紹介します。

ハガキサイズDM／日

120万部
（従来工場）

200万部
（情報物流出力センター）

封入封緘DM／日

48万部
（従来工場）

96万部
（情報物流出力センター）

 生産力
大幅UP!！お客様の販売促進を一新するDMを提案

速く、正確で、確実な印字フローを構築

バリエーション豊富な加工機を稼動

企 画 設 計 印 刷 加 工 印 字 仕分け 発 送

私は専門家の立場から、お客様の販売促進にメ
スを入れ、設備を武器にした共立印刷にしかでき
ないDM企画力で顧客の囲い込みを狙います。事
前に、現状のDMのウィークポイントを分析し、
内容や形状、ターゲット選定、投下エリア抽出に
おいて、効果を最大に高めるDMをデザインしご
提案します。

DM専門工場の責任者として、データ処理・印
字・発送の全工程で正確性を追求し、漏れやダブ
りなく確実に発送される仕組み作りを行っていま
す。例えば、検査機メーカーと共同で弊社設備に
最適な印字検査装置を選定・開発し、お客様に安
心を伝えられる作業フローを追求します。

私は新入社員として、圧着、封入封緘、ラッピン
グなど多様なDM加工設備で、高品質なDM製造が
維持できるよう、日々各設備のスキルを磨いてい
ます。最適な作業標準に基づき、はがしやすい、開
きやすい、読みやすい、DMのユーザビリティを追
求します。

エリア別の入退室制限、監視カメラ網など、機密
性を高めた工場で情報を守ります。DM専門工場内
に大型セキュリティ倉庫を備え、仕分け・ピッキ
ング等の物流作業も工場内で完結し、保管や移送
にかかるリスク・コスト軽減に努めています。

物流・保管は
大型セキュリティ倉庫完備
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会 社 概 要 株 式 の 状 況（平成30年3月31日現在）

会社概要

役員構成（平成30年6月28日現在）

株式の状況

発行可能株式総数 130,720,000株
発行済株式総数 48,645,100株
株主数 11,392名

大株主

所有者別株式分布状況

本社所在地 東京都板橋区清水町36番1号
設立年月日 昭和55年8月1日
資本金 33億3,849万250円
従業員数 852名（平成30年3月31日現在・連結）
工場 ▪本庄第1工場・本庄第2工場・本庄第3工場

　埼玉県本庄市いまい台1丁目32
▪情報物流出力センター
　埼玉県児玉郡上里町大字大御堂1427-2
▪製本第1工場
　埼玉県児玉郡上里町大字嘉美1600-13
▪製本第2工場
　埼玉県本庄市いまい台2丁目74
▪製本第3工場・製本第4工場
　埼玉県児玉郡上里町大字嘉美1424-1

営業所 札幌／名古屋／大阪／高松／福岡
子会社 ㈱SIC

㈱暁印刷
㈱西川印刷
㈱共立製本マーケティング

代表取締役会長 野 田　勝 憲 最高経営責任者（CEO）
代表取締役社長 倉 持　 　孝 最高執行責任者（COO）
取締役 中 井　哲 雄 ㈱SIC代表取締役社長
取締役 佐 藤　尚 哉 管理本部長
社外取締役 藤 本　三千夫
社外取締役 亀 井　雅 彦
常勤社外監査役 川 尻　建 三
社外監査役 窪 川　秀 一 公認会計士・税理士
社外監査役 中 村　惠一郎

執行役員 舩 木　敏 勝 第1製造本部長
執行役員 田 島　紀 明 第2製造本部長
執行役員 熊 切　直 之 第5営業本部長
執行役員 景 山　 　豊 第4営業本部長

合 計
48,645 千株

その他法人
19,518千株／40.12％
個人その他
18,478千株／37.99％

証券会社
535千株／1.10％

金融機関
7,219千株／14.84％
外国法人等
2,893千株／5.95％

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

㈱ウエル 4,863 9.99 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 3,417 7.02 

東京インキ㈱ 2,190 4.50 

㈱小森コーポレーション 2,030 4.17 

共栄会 1,911 3.92 

野田　勝憲 1,482 3.04 

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 1,428 2.93 

井奥　貞雄 1,210 2.48 

㈱桂紙業 1,060 2.17 

㈱ベルーナ 1,000 2.05 

㈱プロトコーポレーション 1,000 2.05 

サカタインクス㈱ 1,000 2.05 
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38期

35.2

37期

3.9%

36期

39.8%
37期

45.4%

連結損益計算書

1株当たり配当金 

36期

12.0

37期

13.0

38期

13.0

（百万円）

（百万円）（百万円） （%）

（円）

38期

42.7%

38期

3.6%

3

財務の状況（平成30年3月期）

7

トピックス

暁印刷のデジタルコンテンツ事業の３つの柱をご紹介します

千通数当たりのCO₂排出量（㎏）
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2009
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2014
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2016
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1.48

1.23

1.06 1.03

1.14

1.02

0.90
1.00 0.99

0.89
0.99

0.93 0.89

2017
03

0.84

2018
03

0.85

環境への取り組み

共立印刷は継続してCO₂排出量削減に努めています
現在工場に2台設置されている排熱回収式吸着冷凍機は今期

も順調に稼動し、夏場の電力低減に寄与しました。

輪転機から出る熱を回収し、動力源として使用し、輪転機の冷却にかかる
電熱使用料を抑える循環型システムです。

コミックのカラーリングや縦読み化
により、作品を魅力的に表現します。

電子書籍
制作

DIGITAL 1 DIVISION

コンテンツ
開発

DIGITAL 3 DIVISION
配信取次

DIGITAL 2 DIVISION

出版社 暁印刷 電子書店

電子化を
許諾

版権料
支払

電子データ
制作

購読料
支払

取次だけでなく、長年蓄積したマーケティングデータを使用
した販促提案も実施しています。

下版
印刷・製本

電子書籍制作 印刷会社だからこそ
「紙本」と「電子書籍」の
同時発売が可能です。
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　商業印刷につきましては、既存の折込チラシやカタログ類
の受注量が減少しましたものの、健康食品関連のダイレクト
メールや新聞折込チラシを新規に獲得するとともに、量販店
のポスティング媒体を受注したこと等により、売上高は、
368億８千５百万円と前期と比べ５億６千９百万円（1.6％）
の増収となりました。

　出版印刷につきましては、フリーマガジンの受注量増加に
加えて、子会社の電子書籍関連媒体の受注量が増加しました
ものの、情報誌等の雑誌類が全般的に受注減少したこと等
により、売上高は、104億４百万円と前期と比べ６億８千
８百万円（6.2％）の減収となりました。

商業印刷は
ダイレクトメールが好調です

出版印刷は電子書籍関連媒体、
地域情報誌が堅調です

◆チラシ　◆カタログ　◆パンフレット
◆パッケージ　◆ダイレクトメール　etc...

◆旅行案内誌　◆雑誌、情報誌
◆地図　◆書籍　etc...

チラシ
小ロットから百万部単位
の全国版チラシまで柔軟
かつ迅速に対応します。
600万部を10時間で各
折込エリアへお届けでき
ます。

フリーマガジン
フリーマガジンは、地域情
報誌のエリア拡大により堅
調です。さらに遠方エリア
にも受注拡大に努めてまい
ります。

雑誌・情報誌
多くの雑誌・情報誌の中で
も目を引くデザインや色使
いをご提案し、印刷で表現
します。日本最大規模の充
実した設備での生産で、よ
り速くお客様に製品をお届
けします。

ダイレクトメール
ダイレクトメールは、提
案のバリエーションを強
みにしています。ポステ
ィング媒体を使用した新
しい販促ツールの拡販に
努めています。

書籍
出版印刷を得意とする子会
社の株式会社暁印刷では文
庫本の受注を増やし、共立
印刷でも新刊書籍の受注を
確保しています。

カタログ
通販カタログ、ギフトカ
タログ、注文カタログ
など大手多数を担当し、
制作から印刷、製本の
一貫生産を得意としてい
ます。
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株主の皆様へ
平成2 9 年 4 月 1 日～平成 3 0 年 3 月 3 1 日
第 3 8 期 報 告 書

証券コード：7838

株主メモ

　株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
　なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました
株主様は、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行
株式会社にお申出ください。

住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について

　株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申出
ください。

未払配当金の支払いについて

　配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、
租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねており
ます。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いた
だくことができます。
　但し、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様に
つきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われ
ます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の
証券会社等にご確認をお願いします。
　なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につき
ましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封
させていただいております。確定申告をなされる株主様は大切
に保管ください。

「配当金計算書」について

環境保全のため、FSC®認証紙と植物油インキを使用しています。
また、読みやすいフォントを使用しています。

〒174-8860　東京都板橋区清水町36番1号
　　　　　　　TEL.03-5248-7801（管理本部）

Webサイトのご案内
株主の皆様により有用な情報をお届けできるよう、弊社Webサイトで
様々な情報を公開しています。
最新の「IR情報」に加え、弊社の基盤となる「工場のご案内」や、「製品・
サービス」に関する事例のご紹介、「CSR」に関する取り組みのご報告、

「企業情報」等の情報をご提供しています。
Webサイトを通じて、弊社のことをより一層ご理解いただければ幸いでございます。

事 業 年 度 4月1日から翌年の3月31日まで
定 時 株 主 総 会 6月
基 準 日 定時株主総会の議決権　　3月31日

期末配当金　　　　　　　3月31日
中間配当金　　　　　　　9月30日

（中間配当を実施する場合）
単 元 株 式 数 100株
株主名簿管理人
及び特別口座の
口 座 管 理 機 関

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 東京都府中市日鋼町1-1 
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
TEL.0120-232-711（通話料無料） 

（郵送先）
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

公 告 の 方 法 電子公告の方法により行います。
但し、やむをえない事由により電子公告をする
ことができない場合は、日本経済新聞に掲載
します。
公告掲載URL
http://www.kyoritsu-printing.co.jp/

上 場 取 引 所 東京証券取引所 市場第一部

010_0160201303006.indd   1 2018/06/13   13:42:15


