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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 36,058 3.4 515 89.6 654 71.1 478 46.0
24年3月期第3四半期 34,865 △0.5 271 △25.7 382 △18.6 327 △84.7

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 443百万円 （693.3％） 24年3月期第3四半期 55百万円 （―％）

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3四半期 17.68 ―
24年3月期第3四半期 12.10 ―

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3四半期 46,460 19,280 40.9 701.99
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3四半期  19,001百万円 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 ― 3.00 ―
25年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

通期 48,300 2.3 560 72.3 670 40.8 540 74.1 19.95



(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 

(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づいており、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3Q 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3Q 189,559 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3Q 27,073,457 株 24年3月期3Q 27,082,273 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年12月31日）におけるわが国の経済は、東日本大震災の

復興関連需要による緩やかな景気回復の兆しが引き続き見られるものの、欧州の債務問題の長期化や新興国に対す

る輸出の減少等、依然として先行きが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、新規製品の拡販および事業構造の改革に引き続き努めてまいりました。

  この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が360億５千８百万円で前年同四半期比11億９千２百万

円の増収（3.4%増）となり、営業利益は５億１千５百万円で前年同四半期比２億４千３百万円の増益（89.6%

増）、経常利益は６億５千４百万円で前年同四半期比２億７千２百万円の増益（71.1%増）、四半期純利益は４億

７千８百万円で前年同四半期比１億５千万円の増益（46.0%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に努め、数量および売上高は前年同四

半期並みとなりました。 

  グラビアインキは、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、拡販に努めましたが、売上高は前年同四

半期並みとなりました。 

  印刷機械は、新分野向けの機器が寄与し、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、インキ事業部門の売上高は131億１千１百万円で前年同四半期比４億９千３百万円の増収（3.9%増）

となり、セグメント利益は業態変革の推進、コストの削減等に努めた結果、５億２百万円で前年同四半期比４億７

千４百万円の増益となりました。 

   

(化成品事業部門) 

  合成樹脂用着色剤は、自動車用途向けで陰りが見られるものの、包装用途等を含め順調に推移し、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。 

  合成樹脂成形材料は、自動車用途向けの受託およびその他用途の減少により、数量および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、化成品事業部門の売上高は164億２百万円で前年同四半期比１億５千８百万円の増収（1.0%増）とな

り、セグメント利益は売上構成の変化もあり、８億３千９百万円で前年同四半期比２億８千万円の減益（25.0%

減）となりました。 

   

(加工品事業部門) 

  工業材料は、防災・減災向け土木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、拡販につとめましたが、売上高は前年同四半期並みとなりました。 

  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62億８千１百万円で前年同四半期比５億７百万円の増収（8.8%増）、セグ

メント利益は１億１千３百万円で前年同四半期比２千３百万円の増益（26.4%増）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２億６千３百万円で前年同四半期比

３千３百万円の増収（14.4%増）、セグメント利益は１億４千８百万円で前年同四半期比２千７百万円の増益

（23.1%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３四半期連結会計期間末の総資産は464億６千万円となり、前連結会計年度末に比べ15億３千２百万円減少

いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少12億２千６百万円、受取手形及び売掛金の増加７億６百万円、た

な卸資産の減少１億９千３百万円、繰延税金資産の増加２億２百万円、有形固定資産の減少８億６百万円及び投資

有価証券の時価下落等に伴う減少１億７百万円等によるものです。  

  （負債） 

  負債合計は271億７千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億１千万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４億４千５百万円、短期借入金の増加１億７千８百万円、１年内返済予定の長期借入金

の減少１億９千４百万円、賞与引当金の減少３億４千２百万円及び長期借入金の減少８億１千１百万円等によるも

のです。 

  （純資産） 

  純資産の部は192億８千万円となり、前連結会計年度末に比べ２億７千７百万円増加いたしました。主な要因

は、利益剰余金の増加３億１千６百万円及び投資有価証券の時価下落等に伴うその他有価証券評価差額金の減少７

千８百万円等によるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期連結業績予想に関しましては、今後の経済情勢等が不透明であることから、現時点においては前回発表数値

（平成24年10月26日発表）に変更はありません。 

  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、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。 

  この変更に伴い、当第３四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はそれぞ

れ10百万円増加しております。  

   

   

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,425 1,199

受取手形及び売掛金 18,216 18,922

商品及び製品 3,921 3,915

仕掛品 1,667 1,622

原材料及び貯蔵品 1,667 1,524

繰延税金資産 263 471

その他 478 508

貸倒引当金 △61 △185

流動資産合計 28,578 27,978

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,786 7,263

機械装置及び運搬具（純額） 2,618 2,356

工具、器具及び備品（純額） 86 81

土地 3,710 3,497

リース資産（純額） 672 614

建設仮勘定 149 403

有形固定資産合計 15,023 14,217

無形固定資産   

リース資産 19 14

その他 62 66

無形固定資産合計 82 80

投資その他の資産   

投資有価証券 3,948 3,841

繰延税金資産 118 111

その他 480 460

貸倒引当金 △239 △230

投資その他の資産合計 4,307 4,183

固定資産合計 19,413 18,481

資産合計 47,992 46,460
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,792 13,347

短期借入金 4,511 4,690

1年内返済予定の長期借入金 1,605 1,410

リース債務 186 193

未払法人税等 146 11

賞与引当金 456 114

未払消費税等 160 157

未払費用 859 955

その他 697 661

流動負債合計 22,417 21,542

固定負債   

長期借入金 2,936 2,124

リース債務 543 460

繰延税金負債 265 309

退職給付引当金 2,387 2,320

役員退職慰労引当金 242 236

その他 196 186

固定負債合計 6,572 5,637

負債合計 28,989 27,179

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 13,492

自己株式 △47 △49

株主資本合計 18,886 19,201

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 65 △13

為替換算調整勘定 △185 △186

その他の包括利益累計額合計 △120 △199

少数株主持分 236 278

純資産合計 19,002 19,280

負債純資産合計 47,992 46,460
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 34,865 36,058

売上原価 30,160 31,124

売上総利益 4,705 4,934

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,188 1,168

賞与 376 384

福利厚生費 258 270

減価償却費 239 204

貸倒引当金繰入額 29 137

貸倒損失 53 －

賞与引当金繰入額 47 47

退職給付引当金繰入額 163 170

役員退職慰労引当金繰入額 12 13

通信交通費 234 239

荷造及び発送費 840 804

その他 989 978

販売費及び一般管理費合計 4,433 4,418

営業利益 271 515

営業外収益   

受取利息 8 25

受取配当金 118 121

出資分配金 40 44

その他 30 49

営業外収益合計 198 240

営業外費用   

支払利息 64 61

その他 23 38

営業外費用合計 87 100

経常利益 382 654

特別利益   

固定資産売却益 0 10

保険差益 24 255

その他 － 2

特別利益合計 25 268

特別損失   

固定資産除売却損 44 2

投資有価証券評価損 12 0

災害による損失 23 －

減損損失 － 333

子会社売却に伴う損失 － 82

瑕疵担保責任履行損失 － 34

製品補償損失 － 31

その他 16 3

特別損失合計 97 487
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

税金等調整前四半期純利益 310 436

法人税、住民税及び事業税 59 36

法人税等調整額 △75 △123

法人税等合計 △16 △86

少数株主損益調整前四半期純利益 327 522

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 44

四半期純利益 327 478
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 327 522

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △248 △78

為替換算調整勘定 △22 △0

その他の包括利益合計 △271 △79

四半期包括利益 55 443

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 56 399

少数株主に係る四半期包括利益 △0 44
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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３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12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 

   

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。 

   

   

（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  12,617  16,243  5,773  230  34,865  34,865

セグメント間の内部売上高又は振替

高 
 32  29  7  －  68  68

計  12,650  16,272  5,781  230  34,934  34,934

セグメント利益  28  1,120  89  120  1,358  1,358

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,358

全社費用（注）  △1,084

その他の調整額  △2

四半期連結損益計算書の営業利益  271
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12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 

   

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 

      会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、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。 

      この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益は「イ

ンキ事業部門」において２百万円、「化成品事業部門」において５百万円、「加工品事業部門」において

２百万円それぞれ増加しております。 

             

  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  13,111  16,402  6,281  263  36,058  36,058

セグメント間の内部売上高又は振替

高 
 3  28  3  －  35  35

計  13,114  16,430  6,284  263  36,094  36,094

セグメント利益  502  839  113  148  1,604  1,604

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,604

全社費用（注）  △1,088

その他の調整額  △0

四半期連結損益計算書の営業利益  515

（６）重要な後発事象
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