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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 13,809 △10.9 △598 ― △341 ― △307 ―
21年3月期第1四半期 15,496 ― △75 ― 185 ― 72 ―

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

22年3月期第1四半期 △3.59 ―
21年3月期第1四半期 0.84 ―

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

22年3月期第1四半期 63,140 37,077 58.7 431.78
21年3月期 64,407 37,466 58.1 436.26

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  37,048百万円 21年3月期  37,436百万円

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  無  
 

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

21年3月期 ― 4.00 ― 2.00 6.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
2.00 ― 2.00 4.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間 30,300 △2.8 30 ― 100 63.9 △180 ― △2.10

通期 65,000 0.1 830 131.2 1,000 43.7 40 ― 0.47
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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） 

(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 
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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 86,267,808株 21年3月期  86,267,808株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  464,800株 21年3月期  456,316株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 85,805,243株 21年3月期第1四半期 85,883,503株

2

図書印刷㈱（7913）　平成22年3月期第1四半期決算短信



当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、一部経済指標に改善の兆しは見られるものの、昨年

からの世界的な金融・経済危機の影響が根強く、企業業績や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等、本格的

な回復には至らず、先行きについても、依然として不透明な状況が続いております。 

印刷業界におきましても、出版印刷市場の長期低迷に加え、商業印刷市場の広告宣伝費予算の削減によ

る受注量の減少、価格競争激化による単価下落など、事業環境は一段と厳しさを増しております。 

このような経営環境下において、当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高138億９

百万円(前年同期比10.9％減)、営業損失５億９千８百万円(前年同期は営業損失７千５百万円)、経常損失

３億４千１百万円(前年同期は経常利益１億８千５百万円)、四半期純損失３億７百万円(前年同期は四半

期純利益７千２百万円)となりました。 

部門別の売上状況は、以下の通りであります。 

(出版印刷部門) 

出版印刷部門では、辞典、教科書、学習参考書は増加したものの、単行本、雑誌の大幅な減少に加え、

絵本、マンガ・コミック、フリーマガジン等が減少した結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は99億

４千７百万円(前年同期比10.6％減)となりました。 

(商業印刷部門) 

商業印刷部門では、カタログ・パンフレット、リーフレット・チラシ、ノート・文具、フリーペーパー

等が減少した結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は35億８千８百万円(前年同期比11.8％減)となり

ました。 

(その他の部門) 

その他の部門では、教科書の販売が減少した結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は２億７千３百

万円(前年同期比8.3％減)となりました。 

  
  

当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ12億６千６百万円減少し、631億４千万円とな

りました。これは主に現金及び預金が増加する一方、受取手形及び売掛金の減少及び有価証券の減少によ

るものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ８億７千７百万円減少し、260億６千３百万円となりました。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３億８千９百万円減少し、370億７千７百万円となりました。

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１四半期末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べ13億２千１百万円増加

し、103億１千１百万円となりました。 

当第１四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」 

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ５億７千３百万円増加し、21億３千３百万円となりま

した。これは税金等調整前四半期純損失３億８千１百万円を計上しましたが、減価償却費の計上５億９千

６百万円、売上債権の減少26億６千５百万円、仕入債務の減少10億６千５百万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、前年同期に比べ２千３百万円増加し、６億３千７百万円となりまし

た。これは主に有価証券の取得３億９千７百万円及び有形固定資産の取得２億７千９百万円によるもので

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、前年同期に比べ１億７千１百万円減少し、１億７千４百万円となりま

した。これは主に配当金の支払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
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平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月12日に公表いたしました「平成21年３月

期 決算短信」における連結業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  
  

  
  

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,985 1,669

受取手形及び売掛金 16,200 18,854

有価証券 6,723 7,320

商品及び製品 277 205

仕掛品 1,107 1,270

原材料及び貯蔵品 261 269

繰延税金資産 508 399

その他 436 341

貸倒引当金 △210 △214

流動資産合計 29,289 30,117

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,480 19,429

減価償却累計額 △9,675 △9,510

建物及び構築物（純額） 9,804 9,918

機械装置及び運搬具 31,224 31,589

減価償却累計額 △25,298 △25,415

機械装置及び運搬具（純額） 5,925 6,174

工具、器具及び備品 1,868 1,861

減価償却累計額 △1,517 △1,485

工具、器具及び備品（純額） 350 376

土地 9,446 9,446

建設仮勘定 2,323 2,321

有形固定資産合計 27,851 28,237

無形固定資産   

のれん 481 523

その他 315 346

無形固定資産合計 796 870

投資その他の資産   

投資有価証券 2,017 1,871

繰延税金資産 2,273 2,364

その他 1,302 1,326

貸倒引当金 △389 △379

投資その他の資産合計 5,203 5,183

固定資産合計 33,851 34,290

資産合計 63,140 64,407
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,793 14,858

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 44 150

賞与引当金 228 711

役員賞与引当金 7 45

返品調整引当金 2 5

設備関係支払手形 1,374 1,157

その他 3,341 2,637

流動負債合計 21,293 22,867

固定負債   

長期借入金 800 －

退職給付引当金 3,830 3,835

役員退職慰労引当金 140 237

固定負債合計 4,770 4,073

負債合計 26,063 26,940

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 6,811 7,291

自己株式 △150 △147

株主資本合計 37,051 37,533

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3 △97

評価・換算差額等合計 △3 △97

少数株主持分 28 30

純資産合計 37,077 37,466

負債純資産合計 63,140 64,407
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 15,496 13,809

売上原価 13,446 12,332

売上総利益 2,049 1,476

販売費及び一般管理費   

運搬費 570 515

役員報酬及び給料手当 876 852

賞与引当金繰入額 159 139

役員賞与引当金繰入額 9 7

退職給付費用 26 29

役員退職慰労引当金繰入額 10 21

貸倒引当金繰入額 － 9

その他 470 499

販売費及び一般管理費合計 2,124 2,075

営業損失（△） △75 △598

営業外収益   

受取利息 10 11

受取配当金 255 253

その他 21 17

営業外収益合計 286 282

営業外費用   

支払利息 11 9

損害賠償金 － 15

その他 15 0

営業外費用合計 26 24

経常利益又は経常損失（△） 185 △341

特別利益   

貸倒引当金戻入額 18 －

特別利益合計 18 －

特別損失   

固定資産除売却損 31 39

投資有価証券評価損 － 0

特別損失合計 31 39

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

172 △381

法人税、住民税及び事業税 41 7

法人税等調整額 60 △80

法人税等合計 102 △72

少数株主損失（△） △1 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 72 △307

7

図書印刷㈱（7913）　平成22年3月期第1四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

172 △381

減価償却費 655 596

のれん償却額 42 42

退職給付引当金の増減額（△は減少） △74 △5

前払年金費用の増減額（△は増加） △0 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △507 △482

貸倒引当金の増減額（△は減少） △205 7

受取利息及び受取配当金 △265 △264

支払利息 11 9

有形固定資産除売却損益（△は益） 31 39

投資有価証券評価損益（△は益） － 0

売上債権の増減額（△は増加） 1,113 2,665

たな卸資産の増減額（△は増加） 108 99

仕入債務の増減額（△は減少） 150 △1,065

その他 726 759

小計 1,958 2,023

利息及び配当金の受取額 265 265

利息の支払額 △6 △6

法人税等の支払額 △658 △148

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,559 2,133

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △397

有価証券の売却及び償還による収入 21 －

有形固定資産の取得による支出 △654 △279

有形固定資産の売却による収入 59 9

投資有価証券の売却による収入 4 10

無形固定資産の取得による支出 △29 △0

貸付金の回収による収入 － 2

その他 △15 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △613 △637

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 800

長期借入金の返済による支出 － △800

自己株式の取得による支出 △1 △2

配当金の支払額 △343 △171

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △346 △174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 599 1,321

現金及び現金同等物の期首残高 10,388 8,990

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 10,986 10,311
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該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産金額の合計額に占める「印刷事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

  

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産金額の合計額に占める「印刷事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当社は、本国以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社を有しないため、該当事項はあり

ません。 

  

当社は、本国以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社を有しないため、該当事項はあり

ません。 

  

〔海外売上高〕 

当社及び連結子会社は、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当社及び連結子会社は、海外売上高がないため、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) セグメント情報

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

(6) 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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