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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第１四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年６月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年３月期第１四半期 10,700 △4.8 162 △51.4 125 △56.3 49 △73.2

2019年３月期第１四半期 11,241 1.5 334 △24.8 286 △46.2 185 △42.8
(注) 包括利益 2020年３月期第１四半期 14百万円(△88.0％) 2019年３月期第１四半期 119百万円(△79.3％)
　

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

2020年３月期第１四半期 1.07 1.06

2019年３月期第１四半期 3.81 3.78
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年３月期第１四半期 47,257 16,822 35.5

2019年３月期 46,875 17,246 36.6
(参考) 自己資本 2020年３月期第１四半期 16,754百万円 2019年３月期 17,150百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

2019年３月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00

2020年３月期 ―

2020年３月期(予想) 3.50 ― 3.50 7.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 22,010 △0.7 400 △29.6 280 △40.3 130 △59.8 2.87

通期 46,250 0.3 1,100 △9.5 880 △12.8 480 △25.0 10.59
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

　

（３）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
　

　

（４）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１Ｑ 48,835,000株 2019年３月期 48,680,000株

② 期末自己株式数 2020年３月期１Ｑ 2,982,150株 2019年３月期 1,672,650株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期１Ｑ 46,379,125株 2019年３月期１Ｑ 48,646,226株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ
い。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、米中の貿易摩擦など世界経済に不透明感が強まり、輸出関連

企業を中心に停滞感が見受けられるものの、雇用情勢の改善や個人消費の増加傾向もあり、緩やかな回復傾向が続

いております。

こうした環境のなか当印刷業界におきましては、ネットワークやデバイス技術の発展や、それに伴う電子商取引

の拡大に加えて、用紙在庫不足や原材料の値上げなども重なり、商業印刷媒体の減少や雑誌市場の低迷などにより

印刷市場全体が縮小基調にあり、大変厳しい経営環境にあります。

こうした状況下にあって、当社は、折込チラシなどの新規取引先獲得や、前期に引き続き個人情報関連媒体の受

注が増加傾向にあるものの、既存顧客を中心に雑誌類や折込チラシなど輪転印刷や製本の受注量が減少傾向にある

なか、同業他社との受注競争により単価ダウンもあり、厳しい受注環境にあります。また連結子会社においては、

当社同様に厳しい受注環境にあるなか、電子書籍関連媒体の受注については堅調に推移しております。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は107億円となり、前年同四半期と比べ５億４千万円

（4.8％）の減収、営業利益は１億６千２百万円となり、前年同四半期と比べ１億７千２百万円（51.4％）の減益、

経常利益は１億２千５百万円となり、前年同四半期と比べ１億６千１百万円（56.3％）の減益、親会社株主に帰属

する四半期純利益は４千９百万円となり、前年同四半期と比べ１億３千５百万円（73.2％）の減益になりました。

　（売上高）

売上高は107億円となり、前年同四半期と比べ５億４千万円（4.8％）の減収になりました。

商業印刷につきましては、通信事業者や健康食品関連のダイレクトメール媒体や一部の通販カタログにおいて部

数・媒体数の増加などはありましたものの、流通関連の折込チラシやパンフレット類の受注量が減少したことなど

により、前年同四半期と比べ２億３千９百万円（2.8％）減収の84億３千６百万円になりました。

出版印刷につきましては、子会社の電子書籍関連の受注などは堅調に増えているものの、旅行雑誌や情報誌媒体

で部数やページ数が大きく減少したことなどにより、前年同四半期と比べ２億６百万円（8.8％）減収の21億３千６

百万円になりました。

　（営業利益）

営業利益は１億６千２百万円となり、前年同四半期と比べ１億７千２百万円（51.4％）の減益になりました。こ

れは、売上高の減少に加えて、同業他社との受注競争激化による単価ダウン、電力燃料費や人件費の高騰などによ

ります。

　（経常利益）

経常利益は１億２千５百万円となり、前年同四半期と比べ１億６千１百万円（56.3％）の減益になりました。こ

れは、産業立地交付金の受け入れなどがありましたものの、営業利益が減少したことなどによります。

　（親会社株主に帰属する四半期純利益）

親会社株主に帰属する四半期純利益は４千９百万円となり、前年同四半期と比べ１億３千５百万円（73.2％）の

減益になりました。これは、固定資産の売却益などがありましたものの、経常利益の減少に加えて、前期に投資有

価証券売却益を計上したことなどによります。
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（２）財政状態に関する説明

　（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.5％増加し、251億７千２百万円となりました。これは、受取手形及び

売掛金が減少したものの、現金及び預金が増加したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.1％増加し、220億８千５百万円となりました。これは、リース資産が

減少したものの、新たに物流工場用の土地を購入したことなどによります。

　これらの結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.8％増加し、472億５千７百万円となりました。

　（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.7％減少し、162億９千８百万円となりました。これは、支払手形及び

買掛金や電子記録債務が減少したことや、未払法人税等が減少したことなどによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて9.8％増加し、141億３千６百万円となりました。これは、リース債務が

減少したものの、長期借入金が増加したことなどによります。

　これらの結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.7％増加し、304億３千５百万円となりました。

　（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて2.5％減少し、168億２千２百万円となりました。これは、自己株式を取得

したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、引き続き印刷市場の縮小基調が見込まれるなか、同業他社との差別化を図り、印

刷・製本事業の新たな発展に向け、前工程である企画・制作体制を強化して受注量拡大を図るとともに、ピッキン

グから発送管理までの物流事業における設備増強やワンストップ生産体制の充実を図り、企業価値向上に努めてま

いります。

当連結会計年度(2020年３月期)の業績見通しにつきましては、売上高462億５千万円、営業利益11億円、経常利益

８億８千万円、親会社株主に帰属する当期純利益４億８千万円を見込んでおります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,194,517 14,763,335

受取手形及び売掛金 9,041,029 7,661,350

電子記録債権 1,174,949 1,240,478

たな卸資産 1,174,322 1,200,009

その他 257,091 336,185

貸倒引当金 △30,861 △28,931

流動資産合計 24,811,048 25,172,427

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,517,990 6,441,686

土地 5,806,485 6,118,778

リース資産（純額） 4,885,223 4,795,567

その他（純額） 1,661,020 1,610,935

有形固定資産合計 18,870,720 18,966,967

無形固定資産

のれん 1,246,659 1,195,262

その他 100,667 120,502

無形固定資産合計 1,347,326 1,315,764

投資その他の資産

退職給付に係る資産 16,853 16,723

その他 1,850,207 1,806,584

貸倒引当金 △20,844 △20,742

投資その他の資産合計 1,846,216 1,802,565

固定資産合計 22,064,262 22,085,298

資産合計 46,875,311 47,257,726
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,978,578 4,527,656

電子記録債務 4,499,563 4,172,801

短期借入金 450,000 450,000

1年内返済予定の長期借入金 3,969,996 4,309,221

リース債務 1,236,121 1,232,423

未払法人税等 67,649 33,319

賞与引当金 377,042 179,342

その他 1,173,484 1,394,106

流動負債合計 16,752,435 16,298,871

固定負債

長期借入金 7,486,896 8,842,817

リース債務 4,330,435 4,233,359

退職給付に係る負債 958,849 961,386

資産除去債務 33,328 33,479

その他 66,466 65,612

固定負債合計 12,875,976 14,136,654

負債合計 29,628,412 30,435,525

純資産の部

株主資本

資本金 3,344,545 3,359,027

資本剰余金 3,338,675 3,353,157

利益剰余金 10,295,775 10,157,407

自己株式 △355,862 △607,443

株主資本合計 16,623,133 16,262,149

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 591,364 553,599

退職給付に係る調整累計額 △63,579 △61,058

その他の包括利益累計額合計 527,784 492,541

新株予約権 95,981 67,509

純資産合計 17,246,899 16,822,200

負債純資産合計 46,875,311 47,257,726
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 11,241,210 10,700,330

売上原価 9,785,722 9,488,732

売上総利益 1,455,488 1,211,598

販売費及び一般管理費 1,120,869 1,049,061

営業利益 334,619 162,536

営業外収益

受取配当金 14,366 14,696

産業立地交付金 - 8,941

その他 7,456 2,128

営業外収益合計 21,823 25,766

営業外費用

支払利息 68,618 62,177

その他 1,708 1,036

営業外費用合計 70,327 63,213

経常利益 286,115 125,089

特別利益

固定資産売却益 - 8,626

投資有価証券売却益 28,329 -

特別利益合計 28,329 8,626

特別損失

固定資産除却損 4,060 12,580

会員権評価損 1,850 -

特別損失合計 5,910 12,580

税金等調整前四半期純利益 308,534 121,135

法人税等 123,095 71,473

四半期純利益 185,439 49,661

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 185,439 49,661
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純利益 185,439 49,661

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △70,917 △37,765

退職給付に係る調整額 5,151 2,521

その他の包括利益合計 △65,765 △35,243

四半期包括利益 119,673 14,418

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 119,673 14,418

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

○税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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