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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 11,732 6.6 148 △12.1 192 △22.7 267 97.6
24年3月期第1四半期 11,003 △3.3 168 159.0 249 136.4 135 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 99百万円 （△44.7％） 24年3月期第1四半期 180百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 9.87 ―
24年3月期第1四半期 4.99 ―

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

25年3月期第1四半期 46,536 19,019 40.2 691.66
24年3月期 47,992 19,002 39.1 693.07
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  18,727百万円 24年3月期  18,766百万円

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3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31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) 23,000 1.6 60 △55.5 100 △43.2 60 38.6 2.22
通期 47,700 1.1 500 53.9 580 21.9 360 16.1 13.29



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

 （注）「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」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情
報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。  

(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
四半期財務諸表に対する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予想数値と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当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）連結業績予想に関する定性的
情報」をご覧下さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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3月期1Q 27,257,587 株 24年3月期 27,257,587 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 181,803 株 24年3月期 180,378 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 27,076,294 株 24年3月期1Q 27,082,747 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年６月30日）におけるわが国の経済は、東日本大震災の

復興需要および政府によるエコカー補助金の政策等により、緩やかな回復基調が継続しているものの、円高の長期

化や株価の低迷等により、依然として景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

  このような状況の中、当社グループは、原材料価格の高騰に対応した価格改定、あらゆるコストの削減に引き続

き取り組んでまいりました。 

  この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が117億３千２百万円で前年同四半期比７億２千９百万

円の増収（6.6%増）となり、営業利益は１億４千８百万円で前年同四半期比２千万円の減益（12.1%減）、経常利

益は１億９千２百万円で前年同四半期比５千６百万円の減益（22.7%減）、四半期純利益は法人税等調整額の増加

もあり、２億６千７百万円で前年同四半期比１億３千１百万円の増益（97.6%増）となりました。 

   

  次に、セグメント別に概況をご報告いたします。 

    

(インキ事業部門) 

  オフセットインキは、市場の縮小化が進行する厳しい環境の中で売上維持ならびに販売価格の改定に努めた結

果、数量および売上高は前年同四半期に比べ増加いたしました。 

  グラビアインキは、食品包材向けおよびその他用途ともに堅調に推移し、数量および売上高は前年同四半期並み

となりました。 

  印刷用材料は、オフセットインキと同様に市場の縮小化が進行する中、売上高は前年同四半期並みとなりまし

た。 

  印刷機械は、売上高は前年同四半期に比べ減少いたしました。 

  この結果、インキ事業部門の売上高は、39億５百万円で前年同四半期比５千８百万円の増収（1.5%増）となり、

セグメント利益は業態変革の推進、販売価格の改定およびコストの削減等に努めた結果、１億３千９百万円で前年

同四半期比１億１千９百万円の増益（590.7%増）となりました。 

   

(化成品事業部門) 

  合成樹脂用着色剤は、昨年の東日本大震災から回復し、また政府によるエコカー補助金の政策等により、自動車

用途向けが順調に推移いたしましたが、その他用途の需要が落ち込み、数量および売上高は前年同四半期並みとな

りました。 

  合成樹脂成形材料は、その他用途向けが減少いたしましたが、合成樹脂用着色剤と同様に自動車用途向けが順調

に推移し、数量および売上高は前年同四半期に比べ増加いたしました。 

  この結果、化成品事業部門の売上高は59億８百万円で前年同四半期比５億８千７百万円の増収（11.0%増）とな

り、セグメント利益は原材料価格の上昇等が影響し、２億９千９百万円で前年同四半期比１億３千７百万円の減益

（31.4%減）となりました。 

   

(加工品事業部門) 

  工業材料は、防災・減災向け資材の販売が順調に推移し、売上高は前年同四半期に比べ増加いたしました。 

  包装材料は、市場での在庫調整等により、売上高は前年同四半期に比べ若干減少いたしました。 

  仕入商品は、売上高は前年同四半期並みとなりました。 

  この結果、加工品事業部門の売上高は18億３千万円で前年同四半期比７千１百万円の増収（4.1%増）、セグメン

ト利益は２千２百万円で前年同四半期比１百万円の減益（6.4%減）となりました。 

   

（不動産賃貸事業部門) 

  不動産賃貸事業部門は、不動産の賃貸収入が増加したことにより、売上高は８千７百万円で前年同四半期比１千

２百万円の増収（16.0%増）、セグメント利益は５千１百万円で前年同四半期比８百万円の増益（19.4%増）となり

ました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は465億３千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億５千６百万円

減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少11億９千万円、受取手形及び売掛金の増加１億５千４百万

円、繰延税金資産の増加３億９千万円及び投資有価証券の減少２億８千万円等によるものです。 

  （負債） 

  当第１四半期連結会計期間末の負債合計は275億１千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億７千３百万

円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少６億１千７百万円と短期借入金の減少５億８千１百

万円、賞与引当金の増加３億１千５百万円及び長期借入金の減少３億３千４百万円等によるものです。 

  （純資産） 

  純資産の部は190億１千９百万円となり前連結会計年度末に比べ１千６百万円増加いたしました。主な要因は、

利益剰余金の増加１億８千５百万円及びその他の包括利益累計額の減少２億２千５百万円等によるものです。 

  この結果、自己資本比率は40.2％（前連結会計年度末は39.1％）となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想に関しましては、当第１四半期連結累計期間の業績が第２四半期の連結業績予想よりも上回ってお

りますが、今後の経済情勢や当社グループを取りまく事業環境等が不透明であることから、現時点では第２四半期

連結累計期間及び通期の連結業績予想（平成24年５月14日発表）に変更はありません。今後、連結業績予想に修正

の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。 

  なお、業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績は今後

の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。   

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  この変更に伴う当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

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
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,425 1,234

受取手形及び売掛金 18,216 18,370

商品及び製品 3,921 3,971

仕掛品 1,667 1,627

原材料及び貯蔵品 1,667 1,635

繰延税金資産 263 640

その他 478 407

貸倒引当金 △61 △68

流動資産合計 28,578 27,819

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,786 7,510

機械装置及び運搬具（純額） 2,618 2,504

工具、器具及び備品（純額） 86 82

土地 3,710 3,575

リース資産（純額） 672 650

建設仮勘定 149 259

有形固定資産合計 15,023 14,582

無形固定資産   

リース資産 19 19

その他 62 71

無形固定資産合計 82 91

投資その他の資産   

投資有価証券 3,948 3,668

繰延税金資産 118 131

その他 480 470

貸倒引当金 △239 △226

投資その他の資産合計 4,307 4,043

固定資産合計 19,413 18,716

資産合計 47,992 46,536
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,792 13,175

短期借入金 4,511 3,930

1年内返済予定の長期借入金 1,605 1,537

リース債務 186 191

未払法人税等 146 260

賞与引当金 456 772

未払消費税等 160 104

未払費用 859 936

その他 697 619

流動負債合計 22,417 21,527

固定負債   

長期借入金 2,936 2,602

リース債務 543 506

繰延税金負債 265 88

退職給付引当金 2,387 2,362

役員退職慰労引当金 242 227

その他 196 201

固定負債合計 6,572 5,989

負債合計 28,989 27,516

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,246 3,246

資本剰余金 2,511 2,511

利益剰余金 13,176 13,362

自己株式 △47 △47

株主資本合計 18,886 19,072

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 65 △180

為替換算調整勘定 △185 △164

その他の包括利益累計額合計 △120 △345

少数株主持分 236 292

純資産合計 19,002 19,019

負債純資産合計 47,992 46,536
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 11,003 11,732

売上原価 9,417 10,142

売上総利益 1,586 1,590

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 398 401

福利厚生費 84 91

減価償却費 80 67

貸倒引当金繰入額 － 4

賞与引当金繰入額 137 142

退職給付引当金繰入額 54 57

役員退職慰労引当金繰入額 3 4

通信交通費 74 80

荷造及び発送費 273 266

その他 310 326

販売費及び一般管理費合計 1,417 1,441

営業利益 168 148

営業外収益   

受取利息 2 6

受取配当金 61 65

貸倒引当金戻入額 34 －

その他 20 19

営業外収益合計 118 90

営業外費用   

支払利息 22 21

為替差損 9 10

その他 6 14

営業外費用合計 37 45

経常利益 249 192

特別利益   

固定資産売却益 － 9

保険差益 － 255

特別利益合計 － 264

特別損失   

固定資産除売却損 0 0

投資有価証券評価損 7 －

減損損失 － 328

子会社売却に伴う損失 － 84

特別損失合計 8 413

税金等調整前四半期純利益 241 44

法人税、住民税及び事業税 216 244

法人税等調整額 △109 △524

法人税等合計 106 △280

少数株主損益調整前四半期純利益 135 324

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 57

四半期純利益 135 267
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 135 324

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 37 △245

為替換算調整勘定 7 20

その他の包括利益合計 45 △225

四半期包括利益 180 99

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 180 42

少数株主に係る四半期包括利益 △0 57
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  該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30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 

   

２．報告セグメントの利益又は損失の金額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（差額調整に関する事項） 

（注）  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   

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 

    該当事項はありません。 

  

４．報告セグメントの変更等に関する事項 

      当第１四半期連結会計期間より、前連結会計年度において「その他」に含まれていた「不動産賃貸事

業」については、重要性が増したことから報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 

      なお、この変更に伴う四半期連結累計期間に係る報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額

に関する情報に与える影響は以下の通りです。 

      変更前の方法によった場合に比べ、不動産賃貸事業部門の売上高が７千５百万円、セグメント利益が４

千３百万円それぞれ増加し、報告セグメント合計の売上高及びセグメント利益がそれぞれ同額だけ増加し

ております。 

   

（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

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 

合計 インキ 
事業部門 

化成品 
事業部門 

加工品 
事業部門 

不動産賃貸 
事業部門 

計 

売上高   

外部顧客への売上高  3,847  5,321  1,758  75  11,003  11,003

セグメント間の内部売上高又は振替

高 
 14  10  3  －  29  29

計  3,862  5,332  1,762  75  11,032  11,032

セグメント利益  20  436  24  43  524  524

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  524

全社費用（注）  △352

その他の調整額  △2

四半期連結損益計算書の営業利益  168
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30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 

   

２．報告セグメントの利益又は損失の金額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（差額調整に関する事項） 

（注）  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   

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 

      「インキ事業部門」において、保有していた資産の売却が予定されており、売却に伴う回収可能見込額

が帳簿価額を下回ったこと等による減損損失が発生しました。 

      なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては、328百万円であります。 

   

４．報告セグメントの変更等に関する事項 

      会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４

月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更したため、

報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

      この変更に伴う当第１四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

             

  該当事項はありません。   

   

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 

合計 インキ 
事業部門 

化成品 
事業部門 

加工品 
事業部門 

不動産賃貸 
事業部門 

計 

売上高   

外部顧客への売上高  3,905  5,908  1,830  87  11,732  11,732

セグメント間の内部売上高又は振替

高 
 3  8  2  －  14  14

計  3,909  5,917  1,833  87  11,747  11,747

セグメント利益  139  299  22  51  513  513

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  513

全社費用（注）  △364

その他の調整額  △1

四半期連結損益計算書の営業利益  148

（６）重要な後発事象
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