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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 6,419 △6.5 135 80.5 192 134.8 49 192.6
21年3月期第2四半期 6,864 ― 75 ― 82 ― 16 ―

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2四半期 11.86 ―
21年3月期第2四半期 4.05 ―

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2四半期 13,681 11,318 81.0 2,647.71
21年3月期 13,790 11,167 79.3 2,614.26

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,076百万円 21年3月期  10,936百万円

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  
   配当金の内訳 記念配当2円00銭 
   21年3月期中間配当金には、創業100周年記念配当として2円00銭が含まれております。 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 12.00 ― 10.00 22.00
22年3月期 ― 10.00
22年3月期 

（予想）
― 10.00 20.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 14,600 △4.6 450 20.9 550 25.2 160 ― 38.25

－1－



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  有  
［(注)詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。］ 

(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 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 

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2四半期 4,508,000株 21年3月期  4,508,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  324,678株 21年3月期  324,678株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 4,183,322株 21年3月期第2四半期 4,183,322株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨年来の世界経済の急速な悪化を受け、企業収益

の大幅な落ち込みや雇用不安から消費マインドの冷え込みが顕著となり、一部に回復の兆しは見られるも

のの、本格的な回復に向けた動きは鈍く、依然として厳しい状況で推移しました。 

 当社グループに属する業界におきましても、景気の減速による企業の広告宣伝費の削減、企業間競争の

更なる激化に伴う受注単価の下落など、厳しい経営環境が継続しました。 

  こうした情勢のもと、当社グループでは印刷需要の集中する首都圏・関西圏における営業活動の強化、

既存取引先に対する印刷需要の掘り起こしを図るなど、印刷関連事業の業績確保に努めましたが、郵政事

業の民営化により連結子会社の㈲こづつみ倶楽部が扱う事業が縮小した影響などにより、売上高は６４億

１千９百万円（前年同四半期比６.５％減）となりました。一方、今年度本格稼働となった連結子会社の

メディアプレス瀬戸内㈱における新聞印刷事業が利益確保に寄与、営業利益は１億３千５百万円（前年同

四半期比８０.５％増）、経常利益は１億９千２百万円（前年同四半期比１３４.８％増）、四半期純利益

は４千９百万円（前年同四半期比１９２.６％増）となりました。 

当第２四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの業績につきましては、以下のとおりであ

ります。 

大都市圏における取引先の新規開拓、既存取引先に対する印刷需要の掘り起こしに努めたことや、連

結子会社のメディアプレス瀬戸内㈱における新聞印刷事業の本格稼働などにより、売上高は４１億４千

１百万円（前年同四半期比２２.２％増）、営業利益は１億２千８百万円（前年同四半期比８１.６％

増）となりました。 

景気の悪化に伴い印刷需要の落ち込みが続いたことなどにより、売上高は７億８千１百万円（前年同

四半期比３４.０％減）となりましたが、今年度人員配置の見直しを行うなど事業部門での合理化、効

率化に努めた結果、営業利益は３千６百万円（前年同四半期比２１.５％増）となりました。 

景気悪化による企業の広告宣伝費削減の動きが続き、既存メディアとの競争激化に伴う広告収入が減

少する厳しい環境下、売上高は７億２千４百万円（前年同四半期比８.５％減）となりましたが、事業

部門におけるコスト削減に努めた結果、営業損失は３千１百万円(前年同四半期は３千３百万円の営業

損失を計上)となりました。 

セキ美術館では６月から８月にかけて「夏の収蔵作品展」を開催しました。当事業は売上高２百万円

（前年同四半期比２３.５％減）、営業損失１千６百万円を計上しておりますが、マスコミ取材記事や

地域での観光施設紹介、また県内外からリピーターを含む多数の来館者を通じて当社のイメージ向上に

つながっており、地域の活性化や地域文化の発展に寄与しているものと考えております。 

郵政事業の民営化により、連結子会社の㈲こづつみ倶楽部が扱う事業が縮小した影響などにより、売

上高は７億６千８百万円（前年同四半期比４８.６％減）、営業利益は１千８百万円（前年同四半期比

２３.６％減）となりました。 

・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

①印刷関連事業

②洋紙・板紙販売関連事業

③出版・広告代理関連事業

④美術館関連事業

⑤カタログ販売関連事業
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億９百万円減少し、１３６億８千

１百万円となりました。これは主に投資有価証券が２５億２千２百万円と前連結会計年度末に比べ２億３

千４百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が２８億８千６百万円と１億５千１百万円減少したこ

と、また未収法人税等が６０万円と１億１千６百万円減少したことなどによるものであります。 

 負債は前連結会計年度末に比べ２億５千９百万円減少し、２３億６千３百万円となりました。これは主

に支払手形及び買掛金が１３億８千４百万円と前連結会計年度末に比べ２億１千１百万円減少したことな

どによるものであります 

 純資産は前連結会計年度末に比べ１億５千万円増加し、１１３億１千８百万円となりました。これは主

にその他有価証券評価差額金が１千６百万円と前連結会計年度末に比べ１億３千２百万円増加したことな

どによるものであります。 

  

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は、前連結会計年度末に比べ３億６千１百

万円減少し、１９億８千９百万円となりました。 

  

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期と比べ３億９千２百万円増加し、２億５千万円とな

りました。増加要因としては減価償却費１億５千８百万円、税金等調整前四半期純利益１億５千６百

万円、減少要因としては仕入債務の減少額２億１千１百万円が主なものであります。 

  

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期と比べ４億６千８百万円増加し、５億６千７百万円

となりました。減少要因としては定期預金の預入による支出３億２千８百万円が主なものでありま

す。 

  

財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期と比べ１千８百万円増加し、４千３百万円となりま

した。減少要因としては、親会社による配当金の支払額４千１百万円が主なものであります。 

  

業績予想につきましては、平成２１年５月１４日公表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に

変更はありません。今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示を行う予定であ

ります。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

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。 

定率法を採用している資産については、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。 

該当事項はありません。 

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

 固定資産の減価償却費の算定方法

(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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,482,898 2,515,965

受取手形及び売掛金 2,886,066 3,037,474

有価証券 127,902 153,301

商品及び製品 263,823 295,665

仕掛品 266,272 212,070

原材料及び貯蔵品 67,379 72,046

繰延税金資産 51,332 106,586

未収還付法人税等 637 116,926

その他 46,359 30,291

貸倒引当金 △48,567 △48,716

流動資産合計 6,144,104 6,491,611

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,633,785 2,629,972

減価償却累計額 △1,424,134 △1,380,639

建物及び構築物（純額） 1,209,650 1,249,332

機械装置及び運搬具 4,315,114 4,391,300

減価償却累計額 △3,489,521 △3,537,838

機械装置及び運搬具（純額） 825,593 853,461

工具、器具及び備品 1,556,081 1,557,043

減価償却累計額 △366,744 △361,190

工具、器具及び備品（純額） 1,189,337 1,195,852

土地 1,282,315 1,282,315

その他 9,823 －

有形固定資産合計 4,516,720 4,580,961

無形固定資産 39,816 37,166

投資その他の資産   

投資有価証券 2,522,398 2,287,604

その他 545,282 471,114

貸倒引当金 △87,020 △78,041

投資その他の資産合計 2,980,659 2,680,677

固定資産合計 7,537,196 7,298,805

資産合計 13,681,301 13,790,416
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,384,899 1,596,851

未払法人税等 60,232 37,565

繰延税金負債 － 1,630

賞与引当金 95,906 95,271

その他 258,436 356,421

流動負債合計 1,799,474 2,087,739

固定負債   

繰延税金負債 122,391 113,498

退職給付引当金 251,418 238,360

未払役員退職慰労金 178,538 178,538

その他 11,441 4,548

固定負債合計 563,790 534,947

負債合計 2,363,264 2,622,687

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,201,700 1,201,700

資本剰余金 1,333,500 1,333,500

利益剰余金 8,999,795 8,992,026

自己株式 △475,032 △475,032

株主資本合計 11,059,963 11,052,193

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,246 △115,882

評価・換算差額等合計 16,246 △115,882

少数株主持分 241,826 231,418

純資産合計 11,318,036 11,167,729

負債純資産合計 13,681,301 13,790,416
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,864,067 6,419,565

売上原価 5,495,610 4,942,320

売上総利益 1,368,457 1,477,244

販売費及び一般管理費   

配送費 193,153 254,013

給料及び手当 459,141 462,593

貸倒引当金繰入額 6,408 8,995

賞与引当金繰入額 53,735 44,950

退職給付費用 12,921 13,468

その他 568,009 557,674

販売費及び一般管理費合計 1,293,369 1,341,694

営業利益 75,087 135,550

営業外収益   

受取利息 14,910 8,872

受取配当金 16,968 14,322

物品売却益 22,288 14,653

仕入割引 9,995 6,641

その他 15,956 16,443

営業外収益合計 80,118 60,932

営業外費用   

支払利息 223 222

売上割引 1,105 1,077

投資事業組合運用損 2,466 722

賃貸収入原価 1,545 1,540

創立費 853 －

開業費 66,484 －

その他 421 119

営業外費用合計 73,099 3,682

経常利益 82,106 192,800

特別利益   

貸倒引当金戻入額 155 －

固定資産売却益 1,215 4,258

投資有価証券売却益 － 723

特別利益合計 1,370 4,981

特別損失   

固定資産売却損 4,485 12,915

固定資産除却損 181 4,353

投資有価証券売却損 2,196 1,435

投資有価証券評価損 35,043 22,127

特別損失合計 41,907 40,832

税金等調整前四半期純利益 41,570 156,949

法人税、住民税及び事業税 76,610 54,297

法人税等調整額 △26,526 46,491

法人税等合計 50,084 100,789

少数株主利益又は少数株主損失（△） △25,465 6,558

四半期純利益 16,951 49,602
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 41,570 156,949

減価償却費 181,603 158,678

有価証券売却損益（△は益） 2,196 712

有価証券評価損益（△は益） 35,043 22,127

投資事業組合運用損益（△は益） 2,466 722

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,718 8,830

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,104 634

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,333 13,057

受取利息及び受取配当金 △31,878 △23,194

有形固定資産売却損益（△は益） 3,269 8,657

有形固定資産除却損 181 4,339

支払利息 223 222

売上債権の増減額（△は増加） △14,367 142,435

たな卸資産の増減額（△は増加） △76,482 △17,692

仕入債務の増減額（△は減少） △242,902 △211,951

その他の流動資産の増減額（△は増加） △12,315 △15,647

その他の流動負債の増減額（△は減少） △20,227 △110,539

その他の固定負債の増減額（△は減少） 787 328

小計 △106,676 138,670

利息及び配当金の受取額 31,651 22,773

利息の支払額 △223 △222

法人税等の支払額 △66,420 89,291

営業活動によるキャッシュ・フロー △141,668 250,514

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 △18,062 △328,054

有価証券の取得による支出 △129 △26

有価証券の売却による収入 108,262 50,000

有形固定資産の取得による支出 △77,744 △115,648

有形固定資産の売却による収入 100 24,136

無形固定資産の取得による支出 △1,072 △2,500

投資有価証券の取得による支出 △137,074 △155,269

投資有価証券の売却による収入 19,889 24,981

貸付けによる支出 △5,790 △60,890

貸付金の回収による収入 12,651 6,807

その他 △947 △11,522

投資活動によるキャッシュ・フロー △99,919 △567,985

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 △100,000

少数株主からの払込みによる収入 17,500 －

少数株主への配当金の支払額 △380 △228

配当金の支払額 △41,833 △41,833

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △339 △1,518

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,052 △43,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △266,640 △361,051

現金及び現金同等物の期首残高 1,944,974 2,350,846

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,678,333 1,989,794
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

   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20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注) １    事業区分の決定にあたっては、製品・商品の種類・性質、製造方法、販売市場などの類似性に基づき、印

刷関連事業、洋紙・板紙販売関連事業、出版・広告代理関連事業、美術館関連事業、カタログ販売関連事業

に区分しております。  

２ 事業の主な製品  

 
３ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を当

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切

下げの方法)に変更しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

４ 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 

企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月

18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会計期間から早期に

適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法

によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

印刷関連 
事業

洋紙・板紙 
販売関連 

事業

出版・広告
代理関連 

事業

美術館
関連事業

カタログ
販売関連 

事業
計

消去 
又は全社

連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高

(1)外部顧客に対する 
売上高      3,389,070 1,183,821 791,969 3,601 1,495,604 6,864,067 ― 6,864,067

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 273,634 667,168 28,012 ― ― 968,815 (968,815) ―

計 3,662,705 1,850,990 819,981 3,601 1,495,604 7,832,883 (968,815) 6,864,067
営業利益又は 
営業損失(△) 70,608 30,039 △33,846 △17,157 24,794 74,439 648 75,087

セグメント区分 主要製品名・事業内容

印刷関連事業 出版印刷物、商業印刷物、紙器加工品、新聞印刷

洋紙・板紙販売関連事業 洋紙、板紙

出版・広告代理関連事業 書籍、雑誌、広告代理業

美術館関連事業 美術館の運営ほか

カタログ販売関連事業 カタログによる地域特産品・オフィス関連用品等の販売
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １    事業区分の決定にあたっては、製品・商品の種類・性質、製造方法、販売市場などの類似性に基づき、印

刷関連事業、洋紙・板紙販売関連事業、出版・広告代理関連事業、美術館関連事業、カタログ販売関連事業

に区分しております。  

２ 事業の主な製品  

 
  

 前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

   在外子会社及び重要な在外支店がないため、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20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

   該当事項はありません。 

印刷関連 
事業

洋紙・板紙 
販売関連 

事業

出版・広告
代理関連 

事業

美術館
関連事業

カタログ
販売関連 

事業
計

消去 
又は全社

連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高

(1)外部顧客に対する 
売上高      4,141,473 781,823 724,773 2,754 768,740 6,419,565 ― 6,419,565

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 279,973 696,904 17,014 ― 500 994,392 (994,392) ―

計 4,421,446 1,478,727 741,788 2,754 769,240 7,413,957 (994,392) 6,419,565
営業利益又は 
営業損失(△) 128,198 36,494 △ 31,248 △ 16,951 18,936 135,429 121 135,550

セグメント区分 主要製品名・事業内容

印刷関連事業 出版印刷物、商業印刷物、紙器加工品、新聞印刷

洋紙・板紙販売関連事業 洋紙、板紙

出版・広告代理関連事業 書籍、雑誌、広告代理業

美術館関連事業 美術館の運営ほか

カタログ販売関連事業 カタログによる地域特産品・オフィス関連用品等の販売

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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