
第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年８月１

日から平成24年10月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年８月１日から平成24年10月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【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24年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,185,377 1,988,282

受取手形及び売掛金 1,419,440 3,222,273

有価証券 21,976 －

商品及び製品 5,384 5,704

仕掛品 26,262 6,555

原材料及び貯蔵品 464,733 1,670,164

その他 106,180 619,321

貸倒引当金 △25,280 △10,713

流動資産合計 3,204,076 7,501,588

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 720,236 731,419

土地 972,492 972,492

その他（純額） 1,031,525 1,097,257

有形固定資産合計 2,724,255 2,801,169

無形固定資産   

その他 144,566 194,327

無形固定資産合計 144,566 194,327

投資その他の資産   

投資有価証券 506,027 505,415

関係会社株式 18,144 17,174

その他 374,347 374,782

貸倒引当金 △27,964 △27,939

投資その他の資産合計 870,555 869,432

固定資産合計 3,739,376 3,864,930

資産合計 6,943,453 11,366,519

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,255,116 1,937,009

短期借入金 ※  1,011,172 ※  4,741,172

未払法人税等 99,775 1,259

賞与引当金 10,922 32,767

その他 416,858 793,637

流動負債合計 2,793,843 7,505,845

固定負債   

長期借入金 1,875,763 1,860,470

資産除去債務 7,597 7,637

その他 598,070 587,713

固定負債合計 2,481,431 2,455,821

負債合計 5,275,275 9,961,667
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 411,920 411,920

資本剰余金 441,153 441,153

利益剰余金 733,283 471,131

自己株式 △29,127 △29,127

株主資本合計 1,557,229 1,295,077

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 107,775 106,405

その他の包括利益累計額合計 107,775 106,405

少数株主持分 3,173 3,368

純資産合計 1,668,177 1,404,851

負債純資産合計 6,943,453 11,366,519
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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１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 ※  2,950,629 ※  4,215,762

売上原価 2,596,790 3,740,375

売上総利益 353,838 475,386

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 352,915 355,411

貸倒引当金繰入額 8,441 －

賞与引当金繰入額 17,077 17,976

その他 491,004 512,793

販売費及び一般管理費合計 869,439 886,181

営業損失（△） △515,600 △410,795

営業外収益   

受取利息 14 30

受取配当金 299 130

受取賃貸料 7,769 3,458

作業くず売却益 4,943 5,113

貸倒引当金戻入額 － 14,591

その他 2,194 11,781

営業外収益合計 15,221 35,105

営業外費用   

支払利息 12,426 12,333

持分法による投資損失 9,556 970

為替差損 6,134 －

その他 144 －

営業外費用合計 28,262 13,303

経常損失（△） △528,642 △388,993

特別損失   

固定資産除却損 7,851 97

投資有価証券評価損 4,331 －

特別損失合計 12,182 97

税金等調整前四半期純損失（△） △540,824 △389,091

法人税、住民税及び事業税 878 1,256

法人税等調整額 △203,481 △151,915

法人税等合計 △202,603 △150,658

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △338,221 △238,432

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,754 195

四半期純損失（△） △335,466 △238,627
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成24年10月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △338,221 △238,432

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 8,927 △1,369

その他の包括利益合計 8,927 △1,369

四半期包括利益 △329,293 △239,802

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △326,539 △239,997

少数株主に係る四半期包括利益 △2,754 195
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 ※ 当座貸越契約 

 運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約を締結しております。 

 当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。 

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

 ※ 売上高及び利益の季節的変動 

  
前第１四半期連結累計期間（自 平成23年８月１日 至 平成23年10月31日）及び当第１四半期連結累

計期間（自 平成24年８月１日 至 平成24年10月31日） 

当社グループでは、第１四半期は年賀状印刷事業の資材・販促費等の先行支出により利益が低下、第２

四半期は年賀状印刷の集中及び商業印刷の年末年始商戦の折込広告の大量受注により売上・利益共に増

加、第３・第４四半期は年賀状印刷事業の売上がなく固定費のみ発生することにより総体の売上高に対す

る経費割合が高くなり利益が低下するという季節的変動があります。 

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

  なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）

は、次のとおりであります。 

 
  

 
(平成24年７月31日) 

前連結会計年度
(平成24年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間

当座貸越契約の総額 3,600,000千円 5,600,000千円 

借入実行残高 300,000千円 4,000,000千円 

差引額 3,300,000千円 1,600,000千円 

 (自  平成23年８月１日 
至  平成23年10月31日) 

前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年８月１日 
至  平成24年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間

減価償却費 77,326千円 95,652千円 
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(株主資本等関係) 

    前第１四半期連結累計期間(自  平成23年８月１日  至  平成23年10月31日) 

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結 

  会計期間の末日後となるもの 

   該当事項はありません。 

  

    当第１四半期連結累計期間(自  平成24年８月１日  至  平成24年10月31日) 

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結 

  会計期間の末日後となるもの 

   該当事項はありません。 

  

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年10月28日 
定時株主総会 

普通株式 23,820 8 平成23年７月31日 平成23年10月31日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月29日 
定時株主総会 

普通株式 23,645 8 平成24年７月31日 平成24年10月30日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年８月１日  至  平成23年10月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、プリントハウス事業を含んでおり

ます。  

２  セグメント損失の調整額△70,915千円には、セグメント間取引消去1,242千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△72,158千円が含まれております。  

３ セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年８月１日  至  平成24年10月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、プリントハウス事業を含んでおり

ます。  

２  セグメント損失の調整額△77,113千円には、セグメント間取引消去1,471千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△78,584千円が含まれております。  

３ セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

    (単位：千円) 

 

報告セグメント
その他 
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連結損
益計算書計上
額(注３)商業印刷 

事業
年賀状印刷

事業
計

売上高        

  外部顧客への売上高 2,599,482 341,516 2,940,998 9,631 2,950,629 ― 2,950,629 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

5,414 312 5,727 1,149 6,876 6,876 ― 

計 2,604,896 341,828 2,946,725 10,780 2,957,505 6,876 2,950,629 

セグメント損失(△) △56,711 △384,654 △441,366 △3,318 △444,684 △70,915 △515,600 

    (単位：千円) 

 

報告セグメント
その他 
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連結損
益計算書計上
額(注３)商業印刷 

事業
年賀状印刷

事業
計

売上高        

  外部顧客への売上高 2,717,983 1,488,850 4,206,834 8,927 4,215,762 ― 4,215,762 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

4,704 70 4,774 1,028 5,803 5,803 ― 

計 2,722,688 1,488,921 4,211,609 9,956 4,221,566 5,803 4,215,762 

セグメント損失(△) △44,776 △286,586 △331,362 △2,319 △333,681 △77,113 △410,795 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
(注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

項目 (自  平成23年８月１日 
至  平成23年10月31日) 

前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年８月１日 
至  平成24年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間

１株当たり四半期純損失(△) △112.66円 △80.73円 

（算定上の基礎）   

四半期純損失(△) (千円) △335,466 △238,627 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る四半期純損失(△) (千円) △335,466 △238,627 

普通株式の期中平均株式数(株) 2,977,592 2,955,737 

２ 【その他】
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