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1. 平成29年3月期第2四半期の業績（平成28年4月1日～平成28年9月30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 ％

29年3月期第2四半期 4,162 △2.4 189 193.9 204 158.2 125 44.0
28年3月期第2四半期 4,263 △0.3 64 △16.4 79 △11.7 87 △52.8

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

29年3月期第2四半期 34.06 ―
28年3月期第2四半期 23.66 ―

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

29年3月期第2四半期 4,987 2,211 44.3 600.44
28年3月期 5,060 2,142 42.3 581.69
（参考）自己資本 29年3月期第2四半期 2,211百万円 28年3月期 2,142百万円

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

28年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
29年3月期 ― 0.00
29年3月期（予想） ― 15.00 15.00

3. 平成29年 3月期の業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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 8,900 1.7 383 △0.9 403 △2.3 238 △27.9 64.61



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
（注）簡便な会計処理及び四半期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。

(2) 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。

(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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年3月期2Q 4,015,585 株 28年3月期 4,015,585 株
② 期末自己株式数 29年3月期2Q 332,198 株 28年3月期 332,198 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期2Q 3,683,387 株 28年3月期2Q 3,683,421 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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外ではありますが、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報告書のレビュー手続を実施しております。

※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等については、四半期
決算短信（添付資料）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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１.当四半期の業績等に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、円高・株安を背景とした消費者のデフレ感覚が浸

透し、節約志向が強まる中、買い控えの状況が続きました。 

印刷業界におきましては、マスメディア関連が減少し、ネット通販の台頭といった構造的要因も

重なり、環境は厳しいものとなっております。 

このような状況の中、当社といたしましては、当第２四半期累計期間におきまして、印刷市場分

野から幅広い産業分野へと多様な製品に事業領域を拡大する構造改革に注力し、商品やサービスを

提案するマーケティングを重視した販売促進関係が好調に推移いたしました。 

生産面では、作業工程の改善や部門別個別原価管理分析により内製化を推進し、売上原価率の低

減に注力いたしました。 

以上の結果から、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は41億62百万円(前年同四半期比2.4％

減)、営業利益は１億 89 百万円(前年同四半期比 193.9％増)、経常利益は２億４百万円(前年同四

半期比 158.2％増)、四半期純利益は１億 25 百万円(前年同四半期比 44.0％増)となりました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産・負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、30 億 47 百万円（前事業年度末は 31 億 45

百万円）となり、97 百万円減少いたしました。その主な要因といたしましては、前事業年度末と

比べ現金及び預金が１億 19 百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が１億 23 百万円、電子記

録債権が 34 百万円、未収入金が 25 百万円、原材料及び貯蔵品が 19 百万円、商品及び製品が７百

万円減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は、19 億 40 百万円（前事業年度末は 19 億 15

百万円）となり、24 百万円増加いたしました。その主な要因といたしましては、前事業年度末と

比べ有形固定資産が 22 百万円増加したことによるものであります。 

（流動負債） 

当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は、19 億 35 百万円（前事業年度末は 20 億 28

百万円）となり、93 百万円減少いたしました。その主な要因といたしましては、前事業年度末と

比べ電子記録債務が１億 67 百万円、短期借入金が 20 百万円、賞与引当金が 10 百万円増加したも

のの、支払手形及び買掛金が２億 63 百万円、未払法人税等が 16 百万円減少したことによるもので

あります。 

（固定負債） 

当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は、８億 40 百万円（前事業年度末は８億 89

百万円）となり、48 百万円減少いたしました。その主な要因といたしましては、前事業年度末と

比べ退職給付引当金が 27 百万円、社債が 20 百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産の残高は、22 億 11 百万円（前事業年度末は 21億 42 百

万円）となり、69 百万円増加いたしました。その主な要因といたしましては、前事業年度末と比

べ利益剰余金が 70 百万円増加したことによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累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、14 億 53 百万

円となりました。 

当第２四半期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要因は次のとおりでありま

す。 

 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、２億 57 百万円の収入（前

年同四半期は 73 百万円の収入）となりました。これは主に税引前四半期純利益が２億１百万円、減価

償却費が 36 百万円、退職給費引当金の減少が 27 百万円、売上債権の減少が１億 73 百万円、仕入債務

の減少が 96 百万円生じたことによるものであります。 
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（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、53 百万円の支出（前年同

四半期は 10 百万円の支出）となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出が 51

百万円、投資有価証券の取得による支出が２百万円生じたことによるものであります。 

 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における財務活動におけるキャッシュ・フローは、84 百万円の支出（前年同

四半期は１億 55 百万円の支出）となりました。これは配当金の支払額が 54 百万円、社債の償還によ

る支出が 50 百万円、短期借入金の純増額が 20 百万円生じたことによるものであります。 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成 28 年 5月 11 日公表いたしました通期の業績予想に変更はありま

せん。 
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２．サマリー情報（その他）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 

該当事項はありません。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、「平成 28 年税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取

扱い」（実務対応報告第 32 号 平成 28 年６月 17 日）を第１四半期会計期間に適用し、平成 28

年４月１日以後に取得した建物付属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に

変更しております。 

なお、当第２四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響は軽微であります。 
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,315,801 1,435,618

受取手形及び売掛金 1,195,549 1,071,830

電子記録債権 126,088 91,156

有価証券 19,066 18,347

商品及び製品 67,986 60,486

仕掛品 84,584 85,168

原材料及び貯蔵品 76,457 57,162

未収入金 173,490 148,171

その他 87,682 81,184

貸倒引当金 △1,448 △1,489

流動資産合計 3,145,258 3,047,636

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 440,744 447,821

土地 907,360 907,360

その他（純額） 96,373 111,841

有形固定資産合計 1,444,478 1,467,022

無形固定資産

その他 62,163 65,214

無形固定資産合計 62,163 65,214

投資その他の資産

投資有価証券 364,570 366,033

破産更生債権等 296,129 295,481

その他 44,328 41,741

貸倒引当金 △296,129 △295,481

投資その他の資産合計 408,898 407,775

固定資産合計 1,915,540 1,940,011

資産合計 5,060,799 4,987,648

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 802,953 539,385

電子記録債務 424,504 591,883

短期借入金 330,000 350,000

未払法人税等 99,357 83,297

賞与引当金 103,431 114,100

その他 268,436 256,373

流動負債合計 2,028,681 1,935,040

固定負債

社債 80,000 60,000

退職給付引当金 616,009 588,812

その他 193,519 192,140

固定負債合計 889,528 840,952

負債合計 2,918,210 2,775,993
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 434,319 434,319

資本剰余金 425,177 425,177

利益剰余金 1,899,490 1,969,699

自己株式 △259,806 △259,806

株主資本合計 2,499,180 2,569,389

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 182,100 180,958

土地再評価差額金 △538,693 △538,693

評価・換算差額等合計 △356,592 △357,734

純資産合計 2,142,588 2,211,655

負債純資産合計 5,060,799 4,987,648
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 4,263,648 4,162,470

売上原価 3,484,575 3,245,631

売上総利益 779,072 916,838

販売費及び一般管理費

給料及び手当 272,039 257,478

賞与引当金繰入額 29,260 39,419

退職給付費用 7,408 7,619

その他 406,013 423,192

販売費及び一般管理費合計 714,721 727,709

営業利益 64,351 189,129

営業外収益

受取利息 1,233 130

受取配当金 4,569 4,931

受取家賃 2,118 2,082

作業くず売却益 7,659 6,534

その他 4,953 4,465

営業外収益合計 20,534 18,144

営業外費用

支払利息 5,169 2,880

その他 571 10

営業外費用合計 5,741 2,891

経常利益 79,144 204,382

特別利益

固定資産売却益 - 10

受取補填金 4,350 300

特別利益合計 4,350 310

特別損失

固定資産除却損 240 23

和解金 - 3,000

会員権評価損 - 200

特別損失合計 240 3,223

税引前四半期純利益 83,253 201,469

法人税、住民税及び事業税 3,978 68,880

法人税等調整額 △7,862 7,129

法人税等合計 △3,883 76,009

四半期純利益 87,137 125,460
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30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 83,253 201,469

減価償却費 37,996 36,705

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,097 △606

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,300 10,669

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,962 △27,197

受取利息及び受取配当金 △5,803 △5,062

支払利息 5,169 2,880

固定資産除却損 240 23

和解金 - 3,000

固定資産売却損益（△は益） - △10

売上債権の増減額（△は増加） △137,104 173,952

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,832 26,210

仕入債務の増減額（△は減少） 103,938 △96,862

その他 △70,573 14,128

小計 14,450 339,302

利息及び配当金の受取額 5,803 5,062

利息の支払額 △4,788 △2,599

和解金の支払額 - △3,000

受取補填金 4,350 300

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 53,523 △81,444

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,338 257,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △8,146 △51,950

有形及び無形固定資産の売却による収入 - 10

投資有価証券の取得による支出 △2,435 △2,960

貸付金の回収による収入 1,389 1,619

その他 △1,185 △289

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,377 △53,570

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） △46,000 20,000

社債の償還による支出 △80,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △16 -

配当金の支払額 △29,541 △54,951

財務活動によるキャッシュ・フロー △155,558 △84,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △92,598 119,098

現金及び現金同等物の期首残高 1,200,158 1,334,867

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,107,560 1,453,965
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

（６）セグメント情報 

当社の報告セグメントは単一であり、報告セグメントの記載を省略しております。 
 

（７）重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

                                       以   上 
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