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1.  平成23年7月期第2四半期の連結業績（平成22年8月1日～平成23年1月31日） 

(注) 平成23年７月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及び前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

(注) 平成23年７月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及び前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(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 ％

23年7月期第2四半期 7,496 ― 377 ― 383 ― 209 ―
22年7月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年7月期第2四半期 68.56 ―
22年7月期第2四半期 ― ―

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

23年7月期第2四半期 8,256 1,941 23.4 631.22
22年7月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   23年7月期第2四半期  1,930百万円 22年7月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年7月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00
23年7月期 ― 7.00
23年7月期 

（予想）
― 8.00 15.00

3.  平成23年7月期の連結業績予想（平成22年8月1日～平成23年7月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
※平成23年７月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及び前年同四半期増減率は記載しておりません。 

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 13,280 ― 250 ― 260 ― 130 ― 42.52



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表の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、
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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「その他の情報」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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年7月期2Q 3,060,110株 22年7月期  3,060,110株
② 期末自己株式数 23年7月期2Q  2,518株 22年7月期  2,500株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期2Q 3,057,598株 22年7月期2Q 3,057,610株
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・平成23年３月25日(金)：機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) 
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善し、設備投資が持ち直しつつある

ものの、失業率は依然高水準であり、海外景気や為替レート、原油価格の動向によっては、景気が下振

れするリスクが存在することから、先行きは依然不透明な状態が続いております。 

また、当社グループが位置する印刷・広告業界におきましても、同業者間の競争が一層激しさを増し

ており、お客様のニーズに応える経営戦略がより強く求められております。 

このような環境の中、当社グループは、他社との差別化を図るため、サイン・ディスプレー、ＷＥＢ

制作、携帯電話向け動画配信などへの積極的な展開を行うとともに、新規営業体制の強化や既存クライ

アントとの取引拡大を進めてまいりました。 

その結果、商業印刷事業においては既存クライアントの印刷受注が堅調に推移するとともに、年賀事

業においては新規取引先の開拓が功を奏し、当第２四半期連結累計期間における売上高は7,496百万円

となりました。 

利益につきましては、営業強化による販促費の増加や、伊勢原工場の新設に伴う諸費用の発生などは

ありましたが、営業利益は377百万円、経常利益は383百万円、四半期純利益は209百万円となりまし

た。 

なお、当社グループでは、第１四半期は年賀状印刷の資材・販売促進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が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。 

  

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

（商業印刷事業） 

商業印刷事業におきましては、既存顧客からの受注が堅調に推移したことや、連結子会社の売上高が

加わった結果、当事業の売上高は4,912百万円となりました。 

しかしながら、利益につきましては、伊勢原工場の新設に伴う費用の発生などがありましたので営業

損失は87百万円となりました。 

（年賀状印刷事業） 

年賀状印刷事業におきましては、従来の白石工場に加えて、厚木工場を本州方面の年賀工場とするこ

とで生産体制の充実を図った結果、名入れ年賀状の取扱件数が81万件と好調に推移、またパック年賀状

の取扱件数につきましても321万パックと例年より大幅に増加したことから、当事業の売上高は2,556百

万円、営業利益は608百万円となりました。 

（その他） 

その他におきましては、北海道内の２店舗のプリントハウスにおいて、ＤＰＥ、オンデマンドプリン

ト等の商品・サービスの提供を行ってまいりましたが、パソコン・デジタル技術の新党により経営環境

は厳しいものとなっており、個人やＳＯＨＯ向けのサービスの強化を継続いたしましたが、プリントハ

ウス苫小牧の閉店による影響もあり、売上高は27百万円、営業利益は0百万円となりました。 

  

なお、当社は平成23年７月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、

前年同四半期比の表示は記載しておりません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は8,256百万円となりました。 

 主な内訳は、流動資産では、現金及び預金2,133百万円、受取手形及び売掛金2,167百万円、原材料

及び貯蔵品251百万円、立替金376百万円であり、固定資産では、有形固定資産2,373百万円、無形固

定資産127百万円、投資有価証券427百万円であります。 

負債合計は6,315百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金1,318百万円、短期借入金

2,330百万円、長期借入金1,424百万円であります。 

純資産合計は1,941百万円となりました。主な内訳は、資本金411百万円、資本剰余金441百万円、

利益剰余金1,034百万円であります。 

  

なお、当社は平成23年７月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているた

め、前年同四半期比の表示は記載しておりません。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は2,133百万円

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・フローの状況とそれらの増減要因

は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は330百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が

383百万円、減価償却費が169百万円、未払金の増加が106百万円あったこと等により資金が増加した

ことに対して、売上債権の増加が719百万円、立替金の増加が375百万円あったこと等により資金が減

少したこと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305百万円となりました。これは主に有形・無形固定資産の取得に

よる支出が294百万円あったこと等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） 

財務活動の結果得られた資金は1,578百万円となりました。これは短期借入金の純増額が1,500百万

円、長期借入による収入が500百万円あったこと等により資金が増加したのに対して、長期借入金返

済による支出が383百万円あったこと等により資金が減少したことによるものであります。 

  

なお、当社は平成23年７月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているた

め、前年同四半期比の表示は記載しておりません。 

  

平成23年７月期の業績予想につきましては、平成22年９月13日付「平成22年７月期算短信（非連

結）」にて公表いたしました業績予想から変更はございません。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、当連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定する方法によっております。 

② 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前事業年度

末に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によって

おります。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングに、前事業年度末からの重要な一時差異の変動を加味したものを使用する方法に

よっております。 

  

① 会計処理基準に関する事項の変更 

 （資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号  平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号  平

成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ174千円減少し、税金

等調整前四半期純利益は4,461千円減少しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は7,289千円であります。 

  

   (企業結合に関する会計基準等の適用) 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12

月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年

12月26日）を適用しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年１月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,133,565

受取手形及び売掛金 2,167,159

商品及び製品 6,992

仕掛品 3,801

原材料及び貯蔵品 251,497

その他 475,752

貸倒引当金 △25,435

流動資産合計 5,013,334

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 762,618

土地 972,492

その他（純額） 638,107

有形固定資産合計 2,373,218

無形固定資産  

のれん 12,250

その他 114,885

無形固定資産合計 127,136

投資その他の資産  

投資有価証券 427,243

関係会社株式 25,930

その他 319,026

貸倒引当金 △28,958

投資その他の資産合計 743,242

固定資産合計 3,243,597

資産合計 8,256,931
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年１月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 1,318,345

短期借入金 2,330,327

未払法人税等 159,124

リース債務 33,435

賞与引当金 9,923

その他 445,067

流動負債合計 4,296,223

固定負債  

長期借入金 1,424,941

リース債務 110,158

資産除去債務 7,365

その他 476,872

固定負債合計 2,019,336

負債合計 6,315,560

純資産の部  

株主資本  

資本金 411,920

資本剰余金 441,153

利益剰余金 1,034,254

自己株式 △1,149

株主資本合計 1,886,178

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 43,827

評価・換算差額等合計 43,827

少数株主持分 11,365

純資産合計 1,941,371

負債純資産合計 8,256,931
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(2) 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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 7,496,119

売上原価 5,158,629

売上総利益 2,337,490

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 690,972

賞与引当金繰入額 8,311

その他 1,260,780

販売費及び一般管理費合計 1,960,063

営業利益 377,426

営業外収益  

受取利息 23

受取配当金 3,037

受取賃貸料 12,541

作業くず売却益 9,007

その他 18,887

営業外収益合計 43,496

営業外費用  

支払利息 32,848

持分法による投資損失 3,958

為替差損 33

その他 82

営業外費用合計 36,923

経常利益 383,999

特別利益  

固定資産売却益 20

貸倒引当金戻入額 10,881

その他 79

特別利益合計 10,981

特別損失  

固定資産除却損 7,444

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,287

特別損失合計 11,731

税金等調整前四半期純利益 383,248

法人税、住民税及び事業税 152,559

法人税等調整額 24,674

法人税等合計 177,233

少数株主損益調整前四半期純利益 206,014

少数株主損失（△） △3,606

四半期純利益 209,621
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 5,025,524

売上原価 2,983,349

売上総利益 2,042,174

販売費及び一般管理費  

運賃 245,389

給料及び手当 372,121

賞与引当金繰入額 8,311

その他 543,479

販売費及び一般管理費合計 1,169,301

営業利益 872,872

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 2,907

為替差益 11

持分法による投資利益 6,890

受取賃貸料 6,335

作業くず売却益 4,608

補助金収入 8,828

その他 7,534

営業外収益合計 37,119

営業外費用  

支払利息 20,374

その他 82

営業外費用合計 20,457

経常利益 889,534

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6,449

賞与引当金戻入額 26,595

特別利益合計 33,045

特別損失  

固定資産除却損 2,033

特別損失合計 2,033

税金等調整前四半期純利益 920,546

法人税、住民税及び事業税 151,811

法人税等調整額 221,338

法人税等合計 373,150

少数株主損益調整前四半期純利益 547,396

少数株主利益 49

四半期純利益 547,346
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年１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 383,248

減価償却費 169,577

のれん償却額 1,259

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,881

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,305

受取利息及び受取配当金 △3,060

固定資産売却損益（△は益） △20

固定資産除却損 7,444

支払利息 32,848

持分法による投資損益（△は益） 3,958

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,287

売上債権の増減額（△は増加） △719,018

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,399

仕入債務の増減額（△は減少） △46,858

未払消費税等の増減額（△は減少） 41,429

その他 △240,211

小計 △352,902

利息及び配当金の受取額 3,060

利息の支払額 △35,164

法人税等の還付額 54,040

営業活動によるキャッシュ・フロー △330,965

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 △286,485

有形固定資産の売却による収入 915

投資有価証券の取得による支出 △8,707

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△8,905

無形固定資産の取得による支出 △8,143

差入保証金の回収による収入 18,369

子会社株式の取得による支出 △2,340

その他 △9,780

投資活動によるキャッシュ・フロー △305,078

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,500,000

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △383,816

リース債務の返済による支出 △14,996

少数株主からの払込みによる収入 1,300

配当金の支払額 △24,319

その他 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,578,162

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 942,085

現金及び現金同等物の期首残高 1,151,521

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 39,958

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,133,565
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当第２四半期連結累計期間(自  平成22年８月１日  至  平成23年１月31日) 

該当事項はありません。 

  

  (追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。 

当社グループは、チラシを中心とした印刷物全般に関する事業を展開しており、「商業印刷事業」「年

賀状印刷事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「商業印刷事業」は各種商業印刷物から販促イベントの企画、テレビコマーシャル等のマルチメディア

媒体、Ｗｅｂサイト制作、サイン広告等の様々な販促媒体を提供しております。 

「年賀状印刷事業」はスーパーやドラッグストア等の店頭で販売される名入れ年賀状及びパック年賀状

のデザイン制作、印刷を行っております。 

  

２．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 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年８月１日  至  平成23年１月31日) 

 
(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 セグメント利益又は損失(△)の調整額△143,046千円には、セグメント間取引消去2,599千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△145,646千円が含まれております。 

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

第１四半期連結会計期間において株式会社味香り戦略研究所の株式を取得し、当社の連結子会社となっ

た後、当第２四半期連結会計期間において同社株式を追加取得したため、「商業印刷事業」セグメントに

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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 4,912,306 2,556,376 7,468,682 27,436 7,496,119 ― 7,496,119

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

19,819 1,270 21,089 2,824 23,914 △23,914 ―

計 4,932,126 2,557,646 7,489,772 30,260 7,520,033 △23,914 7,496,119

セグメント利益 
又は損失(△)

△87,762 608,058 520,295 177 520,472 △143,046 377,426
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おいてのれんが発生しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期

間において13,509千円、当第２四半期連結会計期間において916千円であります。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年８月１日 至 平成23年１月31日） 

該当事項はありません。 

(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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4.（参考）前事業年度末及び前第２四半期累計期間及び前第２四半期会計期間に係る財務諸表（個別）

(1)（参考）前事業年度末に係る要約貸借対照表（個別）

 （単位：千円）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成22年７月31日）

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 1,151,521

  受取手形及び売掛金 1,434,968

  商品及び製品 12,265

  仕掛品 12,675

  原材料及び貯蔵品 269,036

  未収還付法人税等 48,159

  その他 148,863

  貸倒引当金 △ 33,411

  流動資産合計 3,044,077

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物（純額） 694,870

   土地 952,440

   その他（純額） 479,086

   有形固定資産合計 2,126,398

  無形固定資産 127,529

  投資その他の資産

   投資有価証券 385,874

   関係会社株式 86,500

   その他 383,455

   貸倒引当金 △ 84,780

   投資その他の資産合計 771,050

  固定資産合計 3,024,978

 資産合計 6,069,055

負債の部

 流動負債

  支払手形及び買掛金 1,376,188

  短期借入金 832,701

  賞与引当金 19,229

  その他 332,871

  流動負債合計 2,560,990

 固定負債

  長期借入金 1,306,383

  その他 478,193

  固定負債合計 1,784,576

 負債合計 4,345,567
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 （単位：千円）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成22年７月31日）

純資産の部

 株主資本

  資本金 411,920

  資本剰余金 441,153

  利益剰余金 854,726

  自己株式 △ 1,144

  株主資本合計 1,706,656

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 16,831

  評価・換算差額等合計 16,831

 純資産合計 1,723,488

負債純資産合計 6,069,055
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(2)（参考）前第２四半期損益計算書（個別）

【第２四半期累計期間】（参考）（個別）

 （単位：千円）

前第２四半期累計期間
（自 平成21年８月１日 

  至 平成22年１月31日）

売上高 6,949,786

売上原価 4,847,528

売上総利益 2,102,257

販売費及び一般管理費

 給料及び手当 628,985

 貸倒引当金繰入額 67,568

 賞与引当金繰入額 7,997

 その他 1,039,136

 販売費及び一般管理費合計 1,743,687

営業利益 358,569

営業外収益

 受取利息 36

 受取配当金 2,793

  受取手数料 6,998

 受取賃貸料 14,316

 作業くず売却益 6,960

 その他 1,463

 営業外収益合計 32,569

営業外費用

 支払利息 32,906

  貸倒引当金繰入額 2,308

 営業外費用合計 35,215

経常利益 355,922

特別利益

 固定資産売却益 4,448

 特別利益合計 4,448

特別損失

 固定資産除却損 7,468

 投資有価証券評価損 20,347

  関係会社株式評価損 1,592

 特別損失合計 29,408

税引前四半期純利益 330,962

法人税、住民税及び事業税 142,307

法人税等調整額 △ 229

法人税等合計 142,077

四半期純利益 188,885
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【第２四半期会計期間】（参考）（個別）

 （単位：千円）

前第２四半期会計期間
（自 平成21年11月１日 

  至 平成22年１月31日）

売上高 4,546,524

売上原価 2,787,387

売上総利益 1,759,137

販売費及び一般管理費

 運賃 209,105

 給料及び手当 331,989

 賞与引当金繰入額 7,997

 その他 430,490

 販売費及び一般管理費合計 979,582

営業利益 779,554

営業外収益

 受取利息 6

 受取配当金 2,663

  受取手数料 4,540

 受取賃貸料 7,257

 作業くず売却益 3,440

 その他 649

 営業外収益合計 18,558

営業外費用

 支払利息 19,383

 営業外費用合計 19,383

経常利益 778,729

特別利益

 固定資産売却益 2,450

 賞与引当金戻入額 18,284

  その他 1,941

 特別利益合計 22,675

特別損失

 固定資産除却損 94

 投資有価証券評価損 20,347

 特別損失合計 20,442

税引前四半期純利益 780,962

法人税、住民税及び事業税 141,557

法人税等調整額 183,684

法人税等合計 325,242

四半期純利益 455,719
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(3)（参考）前第２四半期キャッシュ・フロー計算書（個別）

 （単位：千円）

前第２四半期累計期間
（自 平成21年８月１日 

  至 平成22年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 税引前四半期純利益 330,962

 減価償却費 183,844

 受取利息及び受取配当金 △ 2,830

 支払利息 32,906

 投資有価証券評価損 20,347

 関係会社株式評価損 1,592

 固定資産売却損益（△は益） △ 4,448

 固定資産除却損 7,468

 売上債権の増減額（△は増加） △ 773,216

 たな卸資産の増減額（△は増加） 18,535

 仕入債務の増減額（△は減少） 335,563

 その他 △ 276,162

 小計 △ 125,435

 利息及び配当金の受取額 2,830

 利息の支払額 △ 32,778

 法人税等の支払額 △ 75,586

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 230,970

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 △ 213,294

 有形固定資産の売却による収入 28,200

 無形固定資産の取得による支出 △ 33,587

 投資有価証券の取得による支出 △ 3,620

 差入保証金の差入による支出 △ 4,198

 その他 △ 10,837

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 237,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金の純増減額（△は減少） 800,000

 長期借入れによる収入 300,000

 長期借入金の返済による支出 △ 310,960

 配当金の支払額 △ 24,430

 財務活動によるキャッシュ・フロー 764,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 296,301

現金及び現金同等物の期首残高 1,170,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,466,509
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生産、受注及び販売の状況につきましては、以下のとおりセグメント別に記載しております。 

なお、当社グループでは第２四半期連結会計期間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、売上高が他の四半期連結会計期間に比べ多額になるという季節的変動があ

ります。 

  

当第２四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  金額は、販売価格によっております。 

３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４  第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行って

おりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３  第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行って

おりません。 

  

5. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

商業印刷事業 3,678,701 ―

年賀状印刷事業 2,556,376 ―

  報告セグメント計 6,235,077 ―

その他 27,436 ―

合  計 6,262,514 ―

② 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

商業印刷事業 3,419,767 ― 386,864 ―

年賀状印刷事業 2,448,872 ― ― ―

  報告セグメント計 5,868,639 ― 386,864 ―

その他 27,804 ― 368 ―

合  計 5,896,444 ― 387,232 ―
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当第２四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  相手先別の販売実績が総販売実績の10％以上となる主要な販売先はありません。 

３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４  第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行って

おりません。 

  

③ 販売実績

セグメントの名称 内訳 販売高(千円)
前年同四半期比

(％)

商業印刷事業 印刷売上 3,680,545 ―

折込売上 1,231,761 ―

合 計 4,912,306 ―

年賀状印刷事業 印刷売上 2,556,376 ―

折込売上 ― ―

合 計 2,556,376 ―

  報告セグメント計 7,468,682 ―

その他 その他売上 27,436 ―

合  計 7,496,119 ―
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