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1.  平成25年8月期第1四半期の業績（平成24年8月21日～平成24年11月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

25年8月期第1四半期 1,381 △0.2 2 △79.8 △1 ― △2 ―

24年8月期第1四半期 1,384 5.8 13 ― 8 ― 1 ―

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

25年8月期第1四半期 △0.45 ―

24年8月期第1四半期 0.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年8月期第1四半期 6,265 3,614 57.7
24年8月期 6,180 3,650 59.1

（参考） 自己資本   25年8月期第1四半期  3,614百万円 24年8月期  3,650百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年8月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

25年8月期 ―

25年8月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成25年 8月期の業績予想（平成24年 8月21日～平成25年 8月20日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 2,782 3.2 48 40.7 45 77.5 21 309.1 3.61
通期 5,805 2.9 264 12.6 256 18.4 142 30.9 23.68



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年8月期1Q 6,000,000 株 24年8月期 6,000,000 株

② 期末自己株式数 25年8月期1Q 305 株 24年8月期 304 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期1Q 5,999,695 株 24年8月期1Q 5,999,771 株

※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おります。 

※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については、添付の２
ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災復興需要等により緩やかな回復の兆しが

見られたものの、欧州債務危機や新興国経済の減速、長引く円高の影響を受け、依然として先行き不透

明な状況が続いております。 

 印刷業界におきましても、企業の広告宣伝費抑制や合理化による需要の減少と、競争激化による受注

価格下落の影響を受け、引き続き厳しい状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社はＤＰ（データプリント）サービスを中心とした製品開発やサービスの

充実、基盤強化による業務の効率化、顧客志向の企画提案型販売活動による需要の創造に、継続的に取

り組んでまいりました。 

 その結果、当第１四半期累計期間の売上高は13億81百万円（前年同四半期比0.2％減）、営業利益は

２百万円（前年同四半期は13百万円の営業利益）、経常損失は１百万円（前年同四半期は８百万円の経

常利益）、四半期純損失は２百万円（前年同四半期は１百万円の四半期純利益）の減収減益となりまし

た。  

  

 品目別売上高につきましては、以下のとおりであります。 

 
  

  

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比べ84百万円増加し、62億65百万円と

なりました。主な要因は、流動資産で現金及び預金が１億30百万円、繰延税金資産が56百万円増加した

こと等によるものです。 

 負債合計は１億20百万円増加し、26億50百万円となりました。主な要因は、流動負債「その他」に含

まれる未払金が１億67百万円増加したことによるものです。 

 純資産合計は35百万円減少し、36億14百万円となりました。主な要因は、剰余金の配当29百万円等に

よるものです。 

  

  

平成25年８月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、前回公表（平成24年10月

２日付）いたしました業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

前第１四半期累計期間
（自 平成23年８月21日 
 至 平成23年11月20日）

当第１四半期累計期間 
（自 平成24年８月21日 
 至 平成24年11月20日）

売上金額（千円） 売上金額（千円） 前年同期比

ＢＦ複合サービス 418,170 378,563 △9.5%

企画商印サービス 86,680 89,510 3.3%

ＩＰＤＰサービス 145,316 170,236 17.1%

ＤＭＤＰサービス 734,061 743,393 1.3%

合  計 1,384,229 1,381,703 △0.2%

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）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。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年８月21日以後に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。  

  なお、これによる当第１四半期累計期間の営業利益、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影

響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年８月20日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 474,132 604,486

受取手形及び売掛金 1,141,425 1,133,626

製品 86,686 91,624

仕掛品 74,830 100,229

原材料及び貯蔵品 92,173 87,411

繰延税金資産 47,519 104,119

その他 18,306 24,129

貸倒引当金 △2,282 △2,267

流動資産合計 1,932,790 2,143,360

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,475,535 1,447,674

機械及び装置（純額） 820,309 773,245

土地 965,106 965,106

リース資産（純額） 709,792 665,450

その他（純額） 41,027 39,305

有形固定資産合計 4,011,770 3,890,782

無形固定資産 86,846 87,380

投資その他の資産 148,872 143,632

固定資産合計 4,247,489 4,121,795

資産合計 6,180,280 6,265,155

負債の部   

流動負債   

買掛金 152,138 202,420

短期借入金 888,060 869,930

リース債務 247,942 252,194

未払法人税等 55,417 63,914

その他 386,852 516,267

流動負債合計 1,730,411 1,904,726

固定負債   

長期借入金 22,800 12,000

リース債務 599,892 550,055

退職給付引当金 121,056 134,409

その他 55,855 49,555

固定負債合計 799,603 746,019

負債合計 2,530,015 2,650,745
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年８月20日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年11月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 460,000 460,000

資本剰余金 285,200 285,200

利益剰余金 2,894,372 2,861,676

自己株式 △90 △91

株主資本合計 3,639,481 3,606,785

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,783 7,624

評価・換算差額等合計 10,783 7,624

純資産合計 3,650,265 3,614,410

負債純資産合計 6,180,280 6,265,155
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年８月21日 
 至 平成23年11月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年８月21日 
 至 平成24年11月20日) 

売上高 1,384,229 1,381,703

売上原価 1,050,393 1,050,409

売上総利益 333,836 331,293

販売費及び一般管理費 320,063 328,508

営業利益 13,773 2,785

営業外収益   

受取利息 18 10

受取配当金 73 37

作業くず売却益 2,261 2,429

その他 895 820

営業外収益合計 3,248 3,297

営業外費用   

支払利息 8,416 6,623

その他 294 1,107

営業外費用合計 8,711 7,730

経常利益又は経常損失（△） 8,310 △1,647

特別利益   

固定資産受贈益 2,710 －

特別利益合計 2,710 －

特別損失   

固定資産除却損 972 49

事務所移転費用 3,579 2,486

投資有価証券評価損 227 57

特別損失合計 4,778 2,592

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 6,242 △4,240

法人税、住民税及び事業税 65,600 61,000

法人税等調整額 △60,778 △62,543

法人税等合計 4,821 △1,543

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,420 △2,697
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該当はありません。 

  

該当はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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