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1. 2020年3月期の業績（2019年4月1日～2020年3月31日）

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期 8,252 5.9 259 11.3 304 13.1 277 3.8

2019年3月期 7,796 4.1 233 850.9 268 402.5 267 138.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2020年3月期 75.66 ― 10.6 5.9 3.2

2019年3月期 72.62 ― 10.4 5.4 3.0

（参考） 持分法投資損益 2020年3月期 ―百万円 2019年3月期 ―百万円

(2) 財政状態

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

2020年3月期 5,292 2,553 48.3 877.57

2019年3月期 5,034 2,662 52.9 722.79

（参考） 自己資本 2020年3月期 2,553百万円 2019年3月期 2,662百万円

(3) 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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2020年3月期 551 △341 △57 1,864

2019年3月期 349 124 △163 1,712

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

2019年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 55 20.7 2.1

2020年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 43 19.8 1.9

2021年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

(注)2021年３月期の配当につきましては、現時点では未定です。

3. 2021年 3月期の業績予想（2020年 4月 1日～2021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）

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、国内外の事業環境に大きく影響を及ぼしております。当社の事業は、現時点で業績予想の合理的な算定が困難であ
ることから、2021年３月期の業績予想につきましては、未定といたします。

今後、業績予想の算定が可能となった段階で、速やかに公表いたします。



※ 注記事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 　：　無

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

(2) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年3月期 4,015,585 株 2019年3月期 4,015,585 株

② 期末自己株式数 2020年3月期 1,105,700 株 2019年3月期 332,200 株

③ 期中平均株式数 2020年3月期 3,670,245 株 2019年3月期 3,683,385 株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、11ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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将来に関する記述は、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。実際の業績等
は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の2ページを参照してください。
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１． 経営成績等の概況 
 (１) 当期の経営成績の概況 
  当事業年度における国内経済は穏やかな景気回復基調で推移したものの、2019 年 10 月に実施された消費税

率引き上げによる消費マインドの落ち込みに加え、新型コロナウイルスの発生・拡大による経済への影響によ

り、不安定な状況で推移いたしました。 

また当社を取り巻く環境も新聞折り込みチラシの減少、材料の用紙、インク価格や配送コストの上昇等によ

り厳しさを増しております。 

このような状況の中、当社は個々のクライアントの特性に合わせて、チラシはもとよりチラシ以外のＰＯ

Ｐ・プライスカード・シール・販促物・ＷＥＢ・新聞広告・キャンペーン等の複数のカテゴリーをクライアン

トごとに提案してまいりました。 

生産面においては各生産拠点に新規投資を積極的に実施し、生産性改善や内製化による流出コストの削減

を、購買面においても新規取引先の開拓、計画購買、納品頻度の適正化により原価改善を進めてまいりました。 

以上の結果から、当事業年度の業績は、売上高は 82 億 52百万円（前期比 5.9％増）、営業利益は２億 59 百

万円（前期比 11.3％増）、経常利益は３億４百万円（前期比 13.1％増）、当期純利益は２億 77 百万円（前期比

3.8％増）となりました。 

なお、当社埼玉工場において 2019 年４月に発生した火災事故により、機械等の停止期間中に発生した外注

費等 42 百万円を火災損失として特別損失に計上しております。また、この火災損失に係る受取保険金１億 14

百万円を特別利益に計上しております。 

  
 (２) 当期の財政状態の概況 
 （流動資産） 

  当事業年度末における流動資産の残高は、32 億 28 百万円（前事業年度末は 32億 33 百万円）となり、５百

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 51 百万円、

前払費用が 23 百万円、未収入金が 43 百万円増加したものの、売掛金が１億 73 百万円、商品及び製品８百万

円、仕掛品が 27 百万円、原材料及び貯蔵品が５百万円、その他に含まれている立替金が 11 百万円減少した

ことによるものであります。 

 （固定資産） 

  当事業年度末における固定資産の残高は、20 億 64 百万円（前事業年度末は 18 億１百万円）となり、２億

63 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繰延税金資産が 34 百万円、

その他に含まれている長期未収入金が９百万円、敷金保証金が５百万円減少したものの、建物が 36 百万円、

機械装置が 25 百万円、工具器具が 22 百万円、建設仮勘定が１億 18 百万円、無形固定資産が 12 百万円、投

資有価証券が 39 百万円、長期前払費用が 59 百万円増加したことによるものであります。 

 （流動負債） 

  当事業年度末における流動負債の残高は、17 億 46 百万円（前事業年度末は 16 億 58 百万円）となり、88

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買掛金が 14 百万円、電子記

録債務が 15 百万円減少したものの、一年内返済予定長期借入金が 40 百万円、未払法人税等が 62 百万円、賞

与引当金が 14 百万円増加したことによるものであります。 

 （固定負債） 

  当事業年度末における固定負債の残高は、９億 92 百万円（前事業年度末は７億 13 百万円）となり、２億

78 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長期未払金が 51 百万円、

退職給付引当金が 27 百万円減少したものの、長期借入金が３億 54 百万円増加したことによるものでありま

す。 

 （純資産） 

  当事業年度末における純資産の残高は、25 億 53 百万円（前事業年度末は 26億 62 百万円）となり、１億８

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利益剰余金が２億 22 百万円

増加したものの、資本剰余金が９百万円、自己株式が３億 10 百万円、その他有価証券評価差額金が 11 百万

円減少したことによるものであります。 

  

 (３) 当期のキャッシュ・フローの概況 
  当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は 18 億 64 百万円となり、前

事業年度末に比べ 1 億 51 百万円増加いたしました。 

  当事業年度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。 

   

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は５億 51 百万円の収入（前年同期は３億 49 百万円の収入）となりました。

これは主に、税引前当期純利益が３億 77 百万円、仕入債務の減少額が 33 百万円、減価償却費が 82 百万円、

売上債権の減少額が１億 74 百万円、たな卸資産の減少額が 41 百万円、その他の減少要因が１億 4 百万円あ

ったことによるものであります。 
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 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は３億 41 百万円（前年同期は１億 24 百万円の収入）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３億１百万円、投資有価証券の取得による支出が 56 百万円、

その他の回収による収入が 15百万あったことによるものであります。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は、57 百万円(前年同期は１億 63 百万円の使用)となりました。これは主に長

期借入金の収入が３億 95 百万円、自己株式の取得による支出が３億 97 百万円、配当金の支払額が 55 百万円

あったことによるものであります。 

  以上の結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、18 億 64 百万円となりました。 

  

 
 (４) 今後の見通し 
  新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、国内外の事業環境に大きく影響を及ぼしております。当社

の事業は、現時点で業績予想の合理的な算定が困難であることから、2021 年３月期の業績予想につきまして

は、未定といたします。 

今後、業績予想の算定が可能となった段階で、速やかに公表いたします。 

 

 

２． 会計基準の選択に関する基本的な考え方 
  当社の業務は、現在ほぼ日本国内に限定されており、海外での活動がないことから、当面は日本基準を採用

することとしております。 
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,712,618 1,864,507

受取手形 31,861 36,644

売掛金 1,080,445 907,155

電子記録債権 41,006 37,409

商品及び製品 45,693 37,352

仕掛品 91,304 63,540

原材料及び貯蔵品 80,550 75,545

前渡金 168 -

前払費用 27,133 50,921

未収入金 108,462 152,377

その他 16,629 4,597

貸倒引当金 △2,189 △2,039

流動資産合計 3,233,683 3,228,011

固定資産

有形固定資産

建物 1,219,898 1,278,845

減価償却累計額 △908,615 △931,532

建物(純額) 311,283 347,313

構築物 85,367 84,997

減価償却累計額 △78,724 △78,859

構築物(純額) 6,642 6,138

機械及び装置 1,028,515 843,843

減価償却累計額 △936,789 △726,769

機械及び装置(純額) 91,725 117,073

車両運搬具 3,293 3,293

減価償却累計額 △3,128 △3,210

車両運搬具(純額) 165 82

工具、器具及び備品 63,250 88,395

減価償却累計額 △60,826 △63,313

工具、器具及び備品(純額) 2,424 25,081

土地 834,953 834,953

建設仮勘定 - 118,500

有形固定資産合計 1,247,194 1,449,143

無形固定資産

ソフトウエア 29,955 42,059

無形固定資産合計 29,955 42,059

投資その他の資産

投資有価証券 380,007 419,807

従業員に対する長期貸付金 500 135

破産更生債権等 6,905 6,905

長期前払費用 3,789 62,980

繰延税金資産 102,160 67,869

その他 37,512 22,371
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

貸倒引当金 △6,965 △6,965

投資その他の資産合計 523,909 573,104

固定資産合計 1,801,060 2,064,307

資産合計 5,034,744 5,292,319

負債の部

流動負債

支払手形 4,223 -

買掛金 532,325 518,181

電子記録債務 591,457 575,789

短期借入金 230,000 230,000

一年内返済予定長期借入金 - 40,512

未払金 68,425 69,664

未払費用 58,013 57,548

未払法人税等 11,274 73,339

未払消費税等 40,350 40,610

前受金 2,110 4,273

預り金 34,366 34,952

賞与引当金 85,900 100,527

その他 59 1,225

流動負債合計 1,658,507 1,746,625

固定負債

長期借入金 - 354,488

長期預り金 - 2,510

長期未払金 65,774 14,571

再評価に係る繰延税金負債 70,154 70,154

退職給付引当金 578,004 550,351

固定負債合計 713,933 992,075

負債合計 2,372,441 2,738,701

純資産の部

株主資本

資本金 434,319 434,319

資本剰余金

資本準備金 110,000 110,000

その他資本剰余金 315,177 305,947

資本剰余金 425,177 415,947

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 760,000 760,000

繰越利益剰余金 1,214,032 1,436,456

利益剰余金合計 1,974,032 2,196,456

自己株式 △259,808 △570,439

株主資本合計 2,573,721 2,476,285

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 186,596 175,347

土地再評価差額金 △98,014 △98,014

評価・換算差額等合計 88,581 77,332

純資産合計 2,662,302 2,553,617

負債純資産合計 5,034,744 5,292,319
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

売上高 7,796,016 8,252,978

売上原価

商品期首たな卸高 4,860 -

当期商品仕入高 37,717 5,125

合計 42,577 5,125

商品他勘定振替高 3,684 -

商品売上原価 38,893 5,125

製品期首たな卸高 54,471 45,693

当期製品製造原価 6,111,709 6,584,508

合計 6,166,181 6,630,201

製品期末たな卸高 45,693 37,352

製品売上原価 6,120,488 6,592,849

売上原価 6,159,381 6,597,975

売上総利益 1,636,634 1,655,002

販売費及び一般管理費

販売促進費 32,957 26,888

荷造運搬費 191,435 195,676

役員報酬 135,060 141,000

給料及び手当 533,619 542,604

賞与引当金繰入額 29,512 36,494

退職給付費用 13,586 9,725

貸倒引当金繰入額 770 -

福利厚生費 89,541 93,433

旅費及び交通費 57,559 53,300

交際費 29,857 22,993

減価償却費 29,925 24,060

賃借料 37,363 33,581

支払手数料 91,992 81,929

その他 129,907 133,315

販売費及び一般管理費合計 1,403,089 1,395,004

営業利益 233,544 259,998

営業外収益

受取利息 142 122

受取配当金 9,167 9,140

受取家賃 3,876 5,193

作業くず売却益 19,151 13,959

保険解約返戻金 - 8,411

その他 5,792 10,795

営業外収益合計 38,130 47,623
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(単位：千円)
前事業年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業外費用

支払利息 2,680 3,173

社債利息 201 -

その他 21 414

営業外費用合計 2,902 3,587

経常利益 268,772 304,034

特別利益

固定資産売却益 5,015 -

受取保険金 - 114,435

受取補填金 650 28,299

国庫補助金収入 - 3,139

特別利益合計 5,665 145,875

特別損失

下請代金返還金 4,924 267

商品評価損 3,684 -

固定資産廃棄損 - 1,000

固定資産除却損 - 111

減損損失 14,514 -

固定資産圧縮損 - 3,139

火災損失 - 42,373

社葬費用 - 15,267

特別調査費用 - 9,915

特別損失合計 23,123 72,076

税引前当期純利益 251,315 377,833

法人税、住民税及び事業税 2,895 60,902

法人税等調整額 △19,073 39,255

法人税等合計 △16,178 100,158

当期純利益 267,493 277,675
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本剰余

金
資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 434,319 110,000 315,177 425,177 760,000 1,388,380 2,148,380

当期変動額

剰余金の配当 △73,667 △73,667

当期純利益 267,493 267,493

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△368,174 △368,174

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △174,348 △174,348

当期末残高 434,319 110,000 315,177 425,177 760,000 1,214,032 1,974,032

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

土地再評価差額

金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 △259,806 2,748,070 283,888 △538,693 △254,804 2,493,265

当期変動額

剰余金の配当 △73,667 △73,667

当期純利益 267,493 267,493

自己株式の取得 △1 △1 △1

自己株式の処分

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△368,174 △97,292 440,678 343,386 △24,787

当期変動額合計 △1 △174,349 △97,292 440,678 343,386 169,037

当期末残高 △259,808 2,573,721 186,596 △98,014 88,581 2,662,302
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当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本剰余

金
資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 434,319 110,000 315,177 425,177 760,000 1,214,032 1,974,032

当期変動額

剰余金の配当 △55,250 △55,250

当期純利益 277,675 277,675

自己株式の取得

自己株式の処分 △9,229 △9,229

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― △9,229 △9,229 ― 222,424 222,424

当期末残高 434,319 110,000 305,947 415,947 760,000 1,436,456 2,196,456

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

土地再評価差額

金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 △259,808 2,573,721 186,596 △98,014 88,581 2,662,302

当期変動額

剰余金の配当 △55,250 △55,250

当期純利益 277,675 277,675

自己株式の取得 △397,355 △397,355 △397,355

自己株式の処分 86,724 77,494 77,494

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△11,248 △11,248 △11,248

当期変動額合計 △310,631 △97,436 △11,248 ― △11,248 △108,685

当期末残高 △570,439 2,476,285 175,347 △98,014 77,332 2,553,617
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 251,315 377,833

減価償却費 90,414 82,995

貸倒引当金の増減額（△は減少） △70 △150

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,100 14,627

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38,429 △27,653

受取利息及び受取配当金 △9,310 △9,263

支払利息 2,881 3,173

受取保険金 - △114,435

火災損失 - 42,373

有形固定資産除却損 - 111

固定資産圧縮損 - 3,139

減損損失 14,514 -

商品評価損 3,684 -

固定資産売却益 △5,015 -

売上債権の増減額（△は増加） △135,661 174,266

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,481 41,110

仕入債務の増減額（△は減少） 145,854 △33,867

その他 69,978 △104,353

小計 344,574 449,910

利息及び配当金の受取額 9,310 9,263

利息の支払額 △2,877 △2,399

保険金の受取額 - 114,435

受取補填金 650 28,299

火災による支払額 - △42,373

法人税等の支払額 △1,665 △5,799

営業活動によるキャッシュ・フロー 349,991 551,336

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 △41,105 △301,345

有形及び無形固定資産の売却による収入 170,438 -

投資有価証券の取得による支出 △5,503 △56,013

貸付金の回収による収入 349 365

その他 678 15,140

投資活動によるキャッシュ・フロー 124,857 △341,853

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） △50,000 -

長期借入れによる収入 - 395,000

社債の償還による支出 △40,000 -

配当金の支払額 △73,562 △55,239

自己株式の取得による支出 △1 △397,355

財務活動によるキャッシュ・フロー △163,563 △57,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 311,286 151,889

現金及び現金同等物の期首残高 1,401,332 1,712,618

現金及び現金同等物の期末残高 1,712,618 1,864,507
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（５）財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報） 

当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）  

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

 

（１株当たり情報） 

項目 
当事業年度 

(自 2019年４月１日 
至 2020年３月31日) 

１株当たり純資産額 877円57銭 

１株当たり当期純利益金額 75円66銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

項目 
当事業年度 

(自 2019年４月１日 
至 2020年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益(千円) 277,675 

普通株主に帰属しない金額(千円) － 

普通株式に係る当期純利益 (千円) 277,675 

普通株式の期中平均株式数(株) 3,670,245 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
 
 

 

以  上 
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