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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 48,859 ― 442 ― 759 ― 58 ―
20年3月期第3四半期 48,704 3.2 1,143 △22.4 1,306 △16.0 682 △20.5

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

21年3月期第3四半期 0.68 ―
20年3月期第3四半期 8.71 ―

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

21年3月期第3四半期 65,920 38,227 57.9 445.02
20年3月期 68,054 39,187 57.5 455.86

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  38,193百万円 20年3月期  39,152百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

現時点では、期末配当予想額は未定であります。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 64,300 △3.3 930 △15.5 1,240 △17.3 △150 ― △1.75

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）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、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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３ページ【定性的情報・財
務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
（２）当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  86,267,808株 20年3月期  86,267,808株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  443,466株 20年3月期  380,341株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  85,859,606株 20年3月期第3四半期  78,311,076株
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当第３四半期における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の

混乱や米国大手証券会社の経営破綻の影響により、企業業績が急速に悪化するとともに、消費マインドが

さらに冷え込むなど、景気先行きの不透明感が一段と増した状況で推移いたしました。 

印刷業界におきましても、出版市場の長期低迷や原材料の値上りによる利益率の低下により、事業環境

は依然として厳しい状況が続きました。 

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高488億５千９百万円、営業利益

４億４千２百万円、経常利益７億５千９百万円、四半期純利益５千８百万円となりました。 
  
部門別の売上状況は、以下のとおりであります。 

(出版印刷部門) 

出版印刷部門では、絵本、マンガ・コミック、付録等が堅調に推移しましたが、単行本、文庫・新書、

雑誌、フリーマガジンが減少しました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は336億３千１百

万円となりました。 

(商業印刷部門) 

商業印刷部門では、ノート・文具、フリーペーパー等が減少しましたが、リーフレット・チラシ、ＰＯ

Ｐ等が増加しました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は136億３千６百万円となりまし

た。 

(その他の部門) 

当第３四半期連結累計期間は、学校図書株式会社及び印刷事業以外の売上高を、「その他」に区分した

ため、当第３四半期連結累計期間の売上高は15億９千１百万円となりました。 

  

当第３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ21億３千４百万円減少し、659億２千万円とな

りました。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金、機械装置及び運搬具等の減少によるものであ

ります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ11億７千４百万円減少し、276億９千３百万円となりました。こ

れは主に支払手形及び買掛金、未払法人税及び賞与引当金等の減少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９億６千万円減少し、382億２千７百万円となりました。これ

は主に利益剰余金の減少によるものであります。 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第３四半期連結累計期間における「現金及び現金同等物」は、主に定期預金の預入及び有価証券の取

得に伴い、前連結会計年度末に比べ27億４千３百万円減少し、76億４千４百万円となりました。 

当第３四半期における各キャッシュ・フローとそれらの増減要因は以下の通りであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

営業活動の結果増加した資金は、22億１千４百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益１

億９千５百万円に加え、減価償却費の計上19億９千１百万円、賞与引当金の減少５億８百万円、売上債権

の減少７億８千２百万円及び法人税等の支払７億１千５百万円によるものであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

投資活動の結果使用した資金は、42億５千万円となりました。これは主に定期預金の預入10億円、有価

証券の取得19億９千９百万円及び有形固定資産の取得14億８千９百万円によるものであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

財務活動の結果使用した資金は、７億６百万円となりました。これは主に配当金の支払６億９千万円に

よるものであります。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

図書印刷㈱（7913）平成21年３月期　第３四半期決算短信

2



第３四半期の業績及び今後の業績を踏まえ、平成20年９月29日に公表いたしました平成21年３月期（連

結・個別）業績予想を修正いたしました。 

詳細については、本日（平成21年２月９日）公表の「業績予想及び期末配当予想の修正並びに特別損失の

計上に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

2.通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっ

ておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号）が適用されたことに伴い、主として売価還元法による原価法（収益の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。なお、この変更による当第３四半期連結累計期間に与える影響

はありません。 

  

リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月

17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度

委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期

連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこ

れらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転

外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が適用初年度前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理

を引き続き採用しております。 

この変更による当第３四半期連結累計期間に与える影響はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①会計処理基準に関する事項の変更

 ② ①以外の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,825 5,072

受取手形及び売掛金 18,925 20,679

有価証券 6,818 5,325

親会社株式 － 500

商品及び製品 343 225

仕掛品 1,030 1,226

原材料及び貯蔵品 317 256

繰延税金資産 666 594

その他 470 211

貸倒引当金 △169 △176

流動資産合計 32,227 33,916

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,646 19,538

減価償却累計額 △9,378 △8,884

建物及び構築物（純額） 10,268 10,654

機械装置及び運搬具 34,521 35,851

減価償却累計額 △28,212 △28,490

機械装置及び運搬具（純額） 6,308 7,360

工具、器具及び備品 1,932 1,940

減価償却累計額 △1,528 △1,523

工具、器具及び備品（純額） 404 417

土地 9,548 9,548

建設仮勘定 1,736 101

有形固定資産合計 28,267 28,081

無形固定資産   

のれん 565 691

その他 343 373

無形固定資産合計 908 1,065

投資その他の資産   

投資有価証券 1,945 2,388

繰延税金資産 1,591 1,672

その他 1,190 1,464

貸倒引当金 △210 △534

投資その他の資産合計 4,517 4,991

固定資産合計 33,693 34,138

資産合計 65,920 68,054
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,247 15,839

関係会社短期借入金 2,500 2,500

1年内返済予定の長期借入金 800 －

未払法人税等 － 660

賞与引当金 241 758

役員賞与引当金 36 76

返品調整引当金 15 3

設備関係支払手形 2,146 818

その他 2,560 2,840

流動負債合計 23,548 23,497

固定負債   

長期借入金 － 800

退職給付引当金 3,919 4,246

役員退職慰労引当金 225 323

固定負債合計 4,145 5,370

負債合計 27,693 28,867

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,898 13,898

資本剰余金 16,491 16,491

利益剰余金 8,032 8,808

自己株式 △145 △128

株主資本合計 38,277 39,070

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △84 82

評価・換算差額等合計 △84 82

少数株主持分 33 34

純資産合計 38,227 39,187

負債純資産合計 65,920 68,054
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 48,859

売上原価 41,696

売上総利益 7,163

販売費及び一般管理費  

運搬費 1,808

役員報酬及び給料手当 2,877

賞与引当金繰入額 206

役員賞与引当金繰入額 36

退職給付費用 66

役員退職慰労引当金繰入額 37

貸倒引当金繰入額 28

その他 1,659

販売費及び一般管理費合計 6,720

営業利益 442

営業外収益  

受取利息 41

受取配当金 281

その他 54

営業外収益合計 377

営業外費用  

支払利息 34

その他 25

営業外費用合計 59

経常利益 759

特別利益  

投資有価証券売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産除売却損 141

親会社株式売却損 307

投資有価証券評価損 81

減損損失 21

会員権評価損 12

特別損失合計 564

税金等調整前四半期純利益 195

法人税、住民税及び事業税 55

法人税等調整額 81

法人税等合計 136

少数株主利益 0

四半期純利益 58
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 195

減価償却費 1,991

のれん償却額 126

退職給付引当金の増減額（△は減少） △242

前払年金費用の増減額（△は増加） △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △508

貸倒引当金の増減額（△は減少） △323

受取利息及び受取配当金 △323

支払利息 34

有形固定資産除売却損益（△は益） 141

親会社株式売却損益（△は益） 307

投資有価証券売却損益（△は益） △0

投資有価証券評価損益（△は益） 81

減損損失 21

会員権評価損 12

売上債権の増減額（△は増加） 782

たな卸資産の増減額（△は増加） 17

仕入債務の増減額（△は減少） 177

その他 145

小計 2,636

利息及び配当金の受取額 323

利息の支払額 △29

法人税等の支払額 △715

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,214

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 △1,000

有価証券の取得による支出 △1,999

親会社株式の売却による収入 303

有形固定資産の取得による支出 △1,489

有形固定資産の売却による収入 5

投資有価証券の売却による収入 4

無形固定資産の取得による支出 △56

貸付けによる支出 △62

その他 43

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,250

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △16

配当金の支払額 △689

少数株主への配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,742

現金及び現金同等物の期首残高 10,388

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,644
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1)四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科  目

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年12月31日)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 48,704

Ⅱ 売上原価 41,703

   売上総利益 7,000

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,856

   営業利益 1,143

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息及び配当金 275

 2. その他 44

  営業外収益合計 320

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 31

 2. 持分法による投資損失 100

 3. その他 25

  営業外費用合計 157

   経常利益 1,306

Ⅵ 特別利益

 1. 固定資産売却益 0

  特別利益合計 0

Ⅶ 特別損失

 1. 固定資産売却除却損 36

 2. 会員権等売却損 16

  特別損失合計 52

   税金等調整前 

   四半期純利益
1,254

   法人税、住民税及び 

      事業税
169

   法人税等調整額 400

   少数株主利益 2

   四半期純利益 682
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(2)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

  

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期純利益 1,254

   減価償却費 2,078

     のれんの償却額 108

   退職給付引当金の増減額(減少は△) △ 243

   前払年金費用の増減額(増加は△) △ 5

   賞与引当金の増減額(減少は△) △ 518

   貸倒引当金の増減額(減少は△) 157

   受取利息及び受取配当金 △ 275

   支払利息 31

   有形固定資産売却除却損益 35

   会員権等売却損 16

   持分法による投資損失 100

   売上債権の増減額(増加は△) 889

   たな卸資産の増減額(増加は△) △ 146

   仕入債務の増減額(減少は△) △ 203

   その他 65

    小計 3,343

   利息及び配当金の受取額 275

   利息の支払額 △ 25

   法人税等の支払額 △ 1,193

  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,399

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △ 1,958

   有形固定資産の売却による収入 11

   無形固定資産の取得による支出 △ 105

   投資有価証券の取得による支出 △ 255

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

   取得による収入
214

   貸付金の回収による収入 27

   その他 △ 1

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,068

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   株式の発行による収入 3,999

   自己株式の取得による支出 △ 12

   配当金の支払額 △ 557

   少数株主への配当金の支払額 0

  財務活動によるキャッシュ・フロー 3,429

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少は△) 3,759

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 5,327

Ⅵ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,085

Ⅶ 現金及び現金同等物の

  四半期末残高
10,173
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