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(百万円未満切捨て)

１．平成26年3月期第２四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

 26年3月期第２四半期 25,832 △2.7 △528 － △215 － △85 －
 25年3月期第２四半期 26,554 △2.6 △553 － △239 － △385 －

(注) 包括利益 26年3月期第２四半期 165百万円 ( －％) 25年3月期第２四半期 △449百万円 ( －％)

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3月期第２四半期 △1.00 －
 25年3月期第２四半期 △4.51      －

（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 ％

 26年3月期第２四半期 58,384 37,610 64.1
 25年3月期 60,002 37,632 62.4

(参考) 自己資本 26年3月期第２四半期 37,419百万円 25年3月期 37,436百万円

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

25年3月期 － 0.00 － 2.00 2.00

26年3月期 － 0.00

26年3月期(予想) － 2.00 2.00

３．平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26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 57,500 0.5 400 △18.7 780 △11.3 550 179.8 6.42



  

 
（注）詳細は、添付資料４ページ「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」をご覧ください。 

 

 

 
  

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が実施中です。 

  

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３ページ「１.当四半期決算

に関する定性的情報（３）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。 

※ 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 ： 有

  (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   １社 (社名)図書製本株式会社

（２）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）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 ： 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

（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)  26年3月期２Ｑ 86,267,808株  25年3月期 86,267,808株

② 期末自己株式数  26年3月期２Ｑ 629,473株  25年3月期 621,333株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  26年3月期２Ｑ 85,642,253株  25年3月期２Ｑ 85,654,089株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済対策などの効果により企業業績や個人消

費が改善するなど景気回復の動きが見られるものの、新興国経済の減速など依然として先行き不透明な状

況が継続しました。 

印刷業界におきましては、スマートフォンの普及に伴うメディアの多様化により出版印刷市場は引き続

き低調に推移しており、依然として厳しい経営環境が継続しました。 

このような状況の中で当社グループは、「売上の拡大」「総合品質保証」「コスト削減」の３つの基本

方針に基づき、既存分野のシェア拡大、成長市場への対応、品質保証体制の強化に取組んでまいりまし

た。 

また、本年３月末に城北工場を廃止するとともに、本年４月１日付で製本子会社を当社に吸収合併する

などの構造改革を実施したほか、沼津工場の改修により場内物流効率化を進め、生産効率の向上とコスト

削減に努めてまいりました。さらに、経営資源の効率的な活用ならびに財務体質の強化を図るため、本年

９月に不動産の処分を実施しました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は258億３千２百万円

(前年同期比2.7％減)、営業損失は５億２千８百万円(前年同期は営業損失５億５千３百万円)、経常損失

は２億１千５百万円(前年同期は経常損失２億３千９百万円)、特別損益として退職給付制度改定益及び不

動産の処分による売却損益を計上したため、四半期純損失は８千５百万円(前年同期は四半期純損失３億

８千５百万円)となりました。 

  

セグメント別の売上概況は、次のとおりであります。 

(印刷事業) 

 印刷事業セグメントは、出版印刷部門と商業印刷部門から構成されております。 

出版印刷部門では、書籍、雑誌ともに減少した結果、当部門の売上高は171億８千万円(前年同期比

6.5％減)となりました。 

商業印刷部門では、カタログ・パンフ、ＰＯＰなどが増加した結果、当部門の売上高は82億３千６百万

円(前年同期比7.6％増)となりました。 

(出版事業) 

出版事業では、中学校教材などの販売が減少した結果、当事業の売上高は４億１千４百万円(前年同期

比21.2％減)となりました。 

  

当第２四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ16億１千８百万円減少し、583億８千４百万円

となりました。これは流動資産その他に含まれる未収入金が11億９千万円、投資有価証券が10億５千８百

万円それぞれ増加したものの、受取手形及び売掛金が24億２千１百万円、有形固定資産が27億１千３百万

円それぞれ減少したことなどによるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ15億９千５百万円減少し、207億７千４百万円となりました。こ

れは支払手形及び買掛金が４億８百万円、退職給付引当金が11億８千４百万円それぞれ減少したことなど

によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２千２百万円減少し、376億１千万円となりました。これは有

価証券評価差額金が２億４千２百万円増加したものの、利益剰余金が２億５千７百万円減少したことなど

によるものです。 

  

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

（２）財政状態に関する説明
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(キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報) 

当第２四半期連結累計期間における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べ２億１千９百

万円増加し、106億５千８百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間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とおりです。 

「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15億６千７百万円減少し、６億２千２百万円となりま

した。これは主に売上債権の減少24億２千５百万円、退職給付引当金の減少11億８千４百万円及びたな卸

資産の増加６億９千６百万円によるものです。 

「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４億２千万円増加し、２億１千５百万円となりまし

た。これは主に投資有価証券の取得による支出10億９千万円、有形固定資産の取得による支出８億４千１

百万円及び有形固定資産の売却による収入17億３千７百万円によるものです。 

 「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、１億８千７百万円となりました。これは主に配当金を１億７千万円支

払ったことによるものです。 

  

平成25年５月８日に公表いたしました平成26年３月期通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

図書印刷㈱（7913）　平成26年3月期第2四半期決算短信

－3－



  

前連結会計年度末において当社の連結子会社であった図書製本㈱は、平成25年４月１日付で、当社を

存続会社とする吸収合併を行ったことに伴い消滅いたしました。 

  

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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,114 4,326

受取手形及び売掛金 16,542 14,121

有価証券 7,234 7,646

商品及び製品 376 553

仕掛品 882 1,371

原材料及び貯蔵品 367 397

繰延税金資産 346 292

その他 347 1,730

貸倒引当金 △39 △5

流動資産合計 30,173 30,434

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,995 20,552

減価償却累計額 △11,587 △9,410

建物及び構築物（純額） 11,407 11,142

機械装置及び運搬具 25,760 21,244

減価償却累計額 △22,931 △18,659

機械装置及び運搬具（純額） 2,829 2,585

工具、器具及び備品 1,422 1,365

減価償却累計額 △1,188 △1,164

工具、器具及び備品（純額） 234 201

土地 9,255 7,355

建設仮勘定 987 716

有形固定資産合計 24,714 22,001

無形固定資産 119 116

投資その他の資産   

投資有価証券 3,225 4,284

繰延税金資産 1,536 1,349

その他 317 277

貸倒引当金 △84 △79

投資その他の資産合計 4,994 5,831

固定資産合計 29,828 27,949

資産合計 60,002 58,384
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,199 12,790

未払法人税等 96 56

未払消費税等 222 71

賞与引当金 658 501

役員賞与引当金 30 14

返品調整引当金 15 3

設備関係支払手形 195 446

その他 2,940 2,778

流動負債合計 17,358 16,661

固定負債   

長期借入金 800 800

退職給付引当金 3,954 2,770

役員退職慰労引当金 176 178

資産除去債務 73 64

その他 6 297

固定負債合計 5,011 4,112

負債合計 22,369 20,774

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,898 13,898

資本剰余金 16,489 16,489

利益剰余金 6,910 6,653

自己株式 △174 △176

株主資本合計 37,124 36,865

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 312 554

その他の包括利益累計額合計 312 554

少数株主持分 195 190

純資産合計 37,632 37,610

負債純資産合計 60,002 58,384
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

売上高 26,554 25,832

売上原価 23,334 22,577

売上総利益 3,219 3,254

販売費及び一般管理費   

運搬費 1,051 1,159

役員報酬及び給料手当 1,633 1,623

賞与引当金繰入額 175 170

役員賞与引当金繰入額 15 15

退職給付費用 82 75

役員退職慰労引当金繰入額 26 22

貸倒引当金繰入額 △29 △38

その他 817 753

販売費及び一般管理費合計 3,773 3,783

営業損失（△） △553 △528

営業外収益   

受取利息 17 17

受取配当金 252 251

その他 57 50

営業外収益合計 328 319

営業外費用   

支払利息 4 4

その他 9 2

営業外費用合計 14 6

経常損失（△） △239 △215

特別利益   

退職給付制度改定益 － 419

固定資産売却益 13 824

特別利益合計 13 1,244

特別損失   

固定資産除売却損 104 926

リース解約損 30 －

投資有価証券評価損 18 －

固定資産撤去費用 21 26

その他 0 31

特別損失合計 175 985

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（△）

△400 43

法人税、住民税及び事業税 11 12

法人税等調整額 △33 107

法人税等合計 △22 119

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △378 △76

少数株主利益 7 9

四半期純損失（△） △385 △85
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △378 △76

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △71 242

その他の包括利益合計 △71 242

四半期包括利益 △449 165

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △457 156

少数株主に係る四半期包括利益 7 9
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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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

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（△）

△400 43

減価償却費 890 748

のれん償却額 12 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 74 △1,184

前払年金費用の増減額（△は増加） 3 23

賞与引当金の増減額（△は減少） △128 △156

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42 △38

受取利息及び受取配当金 △270 △268

支払利息 4 4

有形固定資産除売却損益（△は益） 90 101

リース解約損 30 －

投資有価証券評価損益（△は益） 18 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,522 2,425

たな卸資産の増減額（△は増加） △503 △696

仕入債務の増減額（△は減少） △1,856 △408

その他 △338 △182

小計 2,106 411

利息及び配当金の受取額 273 266

利息の支払額 △9 △4

法人税等の支払額 △250 △107

法人税等の還付額 69 56

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,189 622

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 △2 △2

定期預金の払戻による収入 8 8

有価証券の取得による支出 － △307

有価証券の償還による収入 900 299

有形固定資産の取得による支出 △510 △841

有形固定資産の売却による収入 18 1,737

投資有価証券の取得による支出 △400 △1,090

投資有価証券の償還による収入 200 －

無形固定資産の取得による支出 △16 △43

貸付金の回収による収入 5 2

その他 1 21

投資活動によるキャッシュ・フロー 204 △215

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 △0 △2

自己株式の処分による収入 － 0

配当金の支払額 △171 △170

少数株主への配当金の支払額 △14 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △186 △187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,207 219

現金及び現金同等物の期首残高 8,298 10,438

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,505 10,658
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容(差異調整に関する事項) 

 
  

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
四半期連結 
損益計算書 
計上額印刷事業 出版事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 26,028 525 26,554 ― 26,554

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

161 ― 161 △161 ―

計 26,189 525 26,715 △161 26,554

セグメント損失(△) △237 △306 △544 △9 △553

(単位：百万円)

損失 金額

報告セグメント計 △544

のれんの償却額 △12

セグメント間取引消去 2

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △553
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当第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) 

１．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容(差異調整に関する事項) 

 
  

  

当第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) 

固定資産の譲渡 

当社は、平成25年９月11日開催の取締役会において、不動産の譲渡について決議しました。当第２

四半期連結会計期間において譲渡を実施し、特別利益に固定資産売却益805百万円ならびに特別損失

に固定資産売却損894百万円を計上しております。 

  

  

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
四半期連結 
損益計算書 
計上額印刷事業 出版事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 25,417 414 25,832 ― 25,832

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

187 ― 187 △187 ―

計 25,605 414 26,020 △187 25,832

セグメント損失(△) △219 △304 △524 △4 △528

(単位：百万円)

損失 金額

報告セグメント計 △524

セグメント間取引消去 △4

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △528

（追加情報）

図書印刷㈱（7913）　平成26年3月期第2四半期決算短信

－11－




