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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第２四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年９月30日）

（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 ％

27年３月期第２四半期 20,732 4.1 1,020 △1.2 907 △3.3 543 △4.9

26年３月期第２四半期 19,920 13.9 1,032 24.3 938 28.8 571 57.6
(注) 包括利益 27年３月期第２四半期 527百万円(△14.7％) 26年３月期第２四半期 618百万円( 93.9％)
　

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

27年３月期第２四半期 11.17 11.16

26年３月期第２四半期 12.84 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第２四半期 39,328 14,400 36.6

26年３月期 39,631 14,066 35.5
(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 14,383百万円 26年３月期 14,066百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

26年３月期 ― 5.50 ― 5.50 11.00

27年３月期 ― 5.50

27年３月期(予想) ― 5.50 11.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 44,000 5.8 2,350 22.6 2,090 22.4 1,190 15.1 24.47
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期２Ｑ 48,630,000株 26年３月期 48,630,000株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 149株 26年３月期 149株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 41,629,851株 26年３月期２Ｑ 44,486,993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、四半期連結財務諸表に対する四半期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
　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等については、添付資料３ページ
「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。

　当社は、平成26年12月12日（金）に機関投資家及びアナリスト向けの第２四半期決算説明会を開催する予定です。
当日使用する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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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

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、円安で輸出企業の収益改善が見込まれるなか、燃料費の高騰

や個人消費の伸び悩みなども見受けられ、消費税の増税後は景気回復のもたつきが続いております。

　当印刷業界におきましては、円安基調の影響から原材料や燃料費の高騰が収益の押し下げ要因となっております。

また、増税後の個人消費が鈍く商業印刷の受注獲得に苦戦するなか、出版印刷におきましても低迷が続いておりま

す。

　こうした状況下にあって、当社グループは、受注単価の下落や電力費など原価の高騰により収益の確保が厳しい

環境にあるなか、社内の生産体制を見直して生産性を高めることで収益の確保に努めました。

　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、207億３千２百万円となり前年同四半期と比べ８

億１千２百万円（4.1％）の増収、営業利益は、10億２千万円となり前年同四半期と比べ１千２百万円（1.2％）の

減益、経常利益は、９億７百万円となり前年同四半期と比べ３千万円（3.3％）の減益、四半期純利益は、５億４千

３百万円となり前年同四半期と比べ２千７百万円（4.9％）の減益となりました。

　（売上高）

売上高は、207億３千２百万円となり前年同四半期と比べ８億１千２百万円（4.1％）の増収となりました。

　商業印刷につきましては、当第１四半期連結累計期間と同様に、一部の通販カタログで受注量の減少はありまし

たものの、流通チラシや商品パンフレットの受注が増加するとともに、前連結会計年度の下半期から受注した新規

取引等により、前年同四半期比11億９百万円（8.3％）増加し、145億５千１百万円となりました。

　出版印刷につきましては、フリーペーパーや一部情報誌で受注増加はありましたものの、書籍類や情報誌関連媒

体で受注量が減少したこと等により、前年同四半期比３億２千２百万円（5.4％）減少し、56億２千８百万円となり

ました。

　（営業利益）

営業利益は、10億２千万円となり前年同四半期と比べ１千２百万円（1.2％）の減益となりました。これは、売上

高の増加はありましたものの、原材料費や燃料費等の値上げが収益の圧迫要因となったこと等によります。

　（経常利益）

経常利益は、９億７百万円となり前年同四半期と比べ３千万円（3.3％）の減益となりました。これは、営業利益

の減少とともに、支払利息が増加したこと等によります。

　（四半期純利益）

四半期純利益は、５億４千３百万円となり前年同四半期と比べ２千７百万円（4.9％）の減益となりました。これ

は、経常利益の減少が主な要因です。
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（２）財政状態に関する説明

　（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.6％減少し、177億８千３百万円となりました。これは、現金及び預金

が増加したものの、受取手形及び売掛金が減少したこと等によります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.9％減少し、215億３千５百万円となりました。これは、リース資産が

増加したものの、建物及び構築物やのれんが減少したこと等によります。

　繰延資産は、前連結会計年度末に比べて23.1％減少し、９百万円となりました。これは、株式交付費が償却によ

り減少したことによります。

　これらの結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.8％減少し、393億２千８百万円となりました。

　（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.9％減少し、134億９千９百万円となりました。これは、支払手形及び

買掛金が減少したこと等によります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.5％増加し、114億２千８百万円となりました。これは、長期借入金や

リース債務が増加したこと等によります。

　これらの結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.5％減少し、249億２千８百万円となりました。

　（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて2.4％増加し、144億円となりました。これは、利益剰余金が増加したこと

によります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、原材料や燃料費の高騰による原価高が見込まれますが、オフセット輪転機の専用

機化、枚葉機の効率化、製本加工・仕上加工の多様化への対応を進め、コスト管理を徹底し、更に競争力を高めて

まいります。

　当連結会計年度（平成27年３月期）の業績見通しは、平成26年５月12日に公表のとおり、売上高440億円、営業利

益23億５千万円、経常利益20億９千万円、当期純利益11億９千万円を見込んでおります。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（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

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適

用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第

１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方

法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従

業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごと

の金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が87,970千円減少し、利益剰余金が56,617千

円増加しております。なお、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への

影響は軽微であります。
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,192,285 8,950,812

受取手形及び売掛金 8,446,406 7,489,760

たな卸資産 961,550 1,003,072

その他 415,288 440,561

貸倒引当金 △126,461 △100,511

流動資産合計 17,889,070 17,783,694

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,802,891 11,893,180

減価償却累計額 △5,818,184 △6,029,543

建物及び構築物（純額） 5,984,706 5,863,636

土地 5,460,464 5,498,386

リース資産 5,809,812 6,244,132

減価償却累計額 △1,461,832 △1,790,734

リース資産（純額） 4,347,980 4,453,397

その他（純額） 1,708,113 1,623,748

有形固定資産合計 17,501,264 17,439,169

無形固定資産

のれん 1,905,391 1,819,006

その他 98,561 96,031

無形固定資産合計 2,003,952 1,915,038

投資その他の資産

その他 2,466,693 2,418,194

貸倒引当金 △241,432 △236,471

投資その他の資産合計 2,225,260 2,181,722

固定資産合計 21,730,477 21,535,930

繰延資産 11,882 9,139

資産合計 39,631,430 39,328,764
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,650,528 7,786,614

1年内返済予定の長期借入金 3,392,624 3,336,504

未払法人税等 455,174 397,989

賞与引当金 305,791 309,951

その他 1,389,906 1,668,775

流動負債合計 14,194,024 13,499,835

固定負債

長期借入金 6,585,930 6,611,038

リース債務 4,075,770 4,174,974

退職給付に係る負債 680,681 614,330

その他 28,261 28,261

固定負債合計 11,370,642 11,428,603

負債合計 25,564,667 24,928,439

純資産の部

株主資本

資本金 3,335,810 3,335,810

資本剰余金 3,329,940 3,329,940

利益剰余金 6,948,547 7,281,132

自己株式 △27 △27

株主資本合計 13,614,269 13,946,854

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 470,332 455,898

退職給付に係る調整累計額 △17,839 △19,474

その他の包括利益累計額合計 452,493 436,423

新株予約権 ― 17,045

純資産合計 14,066,762 14,400,324

負債純資産合計 39,631,430 39,328,764
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 19,920,010 20,732,931

売上原価 17,163,617 17,887,797

売上総利益 2,756,393 2,845,133

販売費及び一般管理費 1,723,493 1,824,530

営業利益 1,032,900 1,020,603

営業外収益

受取配当金 15,776 18,542

産業立地交付金 15,074 -

その他 5,105 7,698

営業外収益合計 35,956 26,240

営業外費用

支払利息 129,036 134,769

その他 1,742 4,784

営業外費用合計 130,778 139,554

経常利益 938,077 907,289

特別利益

投資有価証券売却益 2,723 13,624

その他 - 1,304

特別利益合計 2,723 14,928

特別損失

固定資産除却損 7,607 297

その他 893 -

特別損失合計 8,501 297

税金等調整前四半期純利益 932,300 921,920

法人税等 360,944 378,488

少数株主損益調整前四半期純利益 571,355 543,432

少数株主利益又は少数株主損失（△） - -

四半期純利益 571,355 543,432
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 571,355 543,432

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 46,790 △14,433

退職給付に係る調整額 - △1,635

その他の包括利益合計 46,790 △16,069

四半期包括利益 618,146 527,362

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 618,146 527,362

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

該当事項はありません。
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