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(百万円未満切捨て)
１．2020年３月期の連結業績（2019年４月１日～2020年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年３月期 44,491 △3.5 1,031 △15.1 779 △22.7 408 △36.2

2019年３月期 46,121 △4.8 1,214 △45.7 1,008 △52.5 639 △56.7
(注) 包括利益 2020年３月期 258百万円(△53.2％) 2019年３月期 553百万円(△66.2％)
　

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 8.94 8.86 2.4 1.7 2.3

2019年３月期 13.21 13.09 3.7 2.1 2.6
(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）連結財政状態

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 45,654 16,822 36.7 369.27

2019年３月期 46,875 17,246 36.6 364.86
(参考) 自己資本 2020年３月期 16,747百万円 2019年３月期 17,150百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・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 3,179 △1,133 △1,145 14,095

2019年３月期 2,047 △372 △2,292 13,194
　

　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 ― 4.00 ― 4.00 8.00 382 60.6 2.2

2020年３月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 317 78.3 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月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
新型コロナウイルスによる感染拡大の影響により、現段階において受注状況等を合理的に算定することは困難な状

況にあることから、未定といたします。業績予想の開示が可能になりましたら、速やかに公表いたします。
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※ 注記事項

（１）期中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

　 新規 ―社 (社名) 、除外 社 (社名)
　

　

（２）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
　

　

（３）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 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 3,481,550株 2019年３月期 1,672,650株

③ 期中平均株式数 2020年３月期 45,669,042株 2019年３月期 48,435,912株
　

　

※ 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
　新型コロナウイルス感染症が事業活動及び経営成績に与える影響により、業績予想の適正かつ合理的な算定が困
難であることから、今回の連結業績予想を開示しておりません。なお今後適正かつ合理的な算定が可能となった時
点で速やかに開示いたします。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における我が国経済は、米中貿易摩擦の長期化や消費増税の実施に加えて、世界的な新型コロナ

ウイルスの流行により、世界経済の下振れによる輸出産業の落ち込みや、個人消費、インバウンド需要の減少など

によって、先行きが見通せない極めて不透明な状況にあります。

こうした環境下のなか当印刷業界におきましては、ＥＣサイトなど電子商取引の拡大や電子書籍市場の成長によ

り印刷市場が縮小傾向にあるなか、人件費などの製造コストは増加しており、大変厳しい経営環境にあります。

このような状況下にあって、当社グループは、主要な既存媒体である折込チラシや雑誌類の受注量が減少するな

か、市場ニーズを考慮して、カタログ類の製造から保管・ピッキング、発送管理までのワンストップ生産体制を整

えるとともに、個人情報関連媒体の受注体制を充実させて受注量増加に努めております。しかし、引き続き同業他

社との受注競争が激化するなか、単価ダウンによる収益悪化や新型コロナウイルスの影響も重なり減収減益となり

ました。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高が前期と比べ16億３千万円（3.5％）減収の444億９千１百万円、

営業利益は前期と比べ１億８千３百万円（15.1％）減益の10億３千１百万円、経常利益は前期と比べ２億２千９百

万円（22.7％）減益の７億７千９百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期と比べ２億３千１百万円（36.2

％）減益の４億８百万円になりました。

　（売上高）

売上高は、前期と比べ16億３千万円（3.5％）減収の444億９千１百万円になりました。

商業印刷の売上高につきましては、建材・工具類の商品カタログの受注量増加とともに、催事関連や通信事業者

関連のダイレクトメールが増加しましたものの、流通業の折込チラシが部数減少やサイズダウンにより大きく受注

量を減らしたことなどにより、前期と比べ８千１百万円（0.2％）減収の360億１千６百万円になりました。

出版印刷の売上高につきましては、コミック類を含む電子書籍関連媒体の受注環境が好調な半面、情報誌などの

雑誌類が全体的に減少傾向にあり、加えて新型コロナウイルスの影響による旅行関連媒体が大きく受注量を減らし

たことなどにより、前期と比べ12億６千４百万円（13.6％）減収の80億１千９百万円になりました。

その他売上につきましては、子会社の商品卸業扱い高が減少したことなどにより、前期と比べ２億８千４百万

（38.4％）減収の４億５千５百万円になりました。

　（営業利益）

営業利益は、前期と比べ１億８千３百万円（15.1％）減益の10億３千１百万円になりました。これは、カタログ

類やダイレクトメール関連媒体など市場動向に対応した営業活動により新規拡販活動を進めるとともに、製造コス

トや販売費及び一般管理費のコスト削減などに取り組みましたが、同業他社との受注競争による単価ダウンや新型

コロナウイルスの影響による受注媒体の減少などにより減益となりました。

　（経常利益）

経常利益は、前期と比べ２億２千９百万円（22.7％）減益の７億７千９百万円になりました。これは、営業利益

の減少に加えて、販売費及び一般管理費の削減に伴う費用を計上したことによるものです。

　（親会社株主に帰属する当期純利益）

親会社株主に帰属する当期純利益は、前期と比べ２億３千１百万円（36.2％）減益の４億８百万円になりまし

た。これは、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によります。
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（２）当期の財政状態の概況

(流動資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.7％減少し、246億４千５百万円となりました。これは、現金及び預金

や電子記録債権などが増加したものの、受取手形及び売掛金などが減少したことによります。

(固定資産)

固定資産は、前連結会計年度末に比べて4.8％減少し、210億８百万円となりました。これは、土地の購入や建設

中の製品倉庫に係る建設仮勘定などが増加したものの、償却により建物及び構築物やリース資産、のれんが減少す

ると伴に、投資有価証券の売却などによるものです。

これらの結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.6％減少し、456億５千４百万円となりました。

(流動負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.9％減少し、162億６千６百万円となりました。これは、1年内返済予定

の長期借入金などが増加したものの、支払手形及び買掛金やリース債務、賞与引当金などが減少したことによりま

す。

(固定負債)

固定負債は、前連結会計年度末に比べて2.4％減少し、125億６千５百万円となりました。これは、長期借入金な

どが増加したものの、リース債務やその他が減少したことによります。

　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％減少し、288億３千１百万円となりました。

(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。

　これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ0.1ポイント改善し、36.7％となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、140億９千５百万円と前期と比べ９億円の増加となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却の実施などにより31億７千９百万円の獲得となり、前期と比べ

11億３千２百万円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより11億３千３百万円の使用とな

り、前期と比べ７億６千１百万円の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入がありましたものの、長期借入金の返済による支

出や、リース債務の返済による支出などにより11億４千５百万円の使用となり、前期と比べ11億４千７百万円の増

加となりました。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルスによる感染拡大の影響により、大きく受注量を減らすことが

見込まれますが、現段階において受注状況等を合理的に算定することは困難な状況にあります。当社グループは、

新型コロナウイルスの終息後に向けて、事業領域の拡大や従来の仕事のやり方を柔軟に変化させ、引き続き企業価

値向上に努めてまいります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国際的な事業展開や資金調達を行っておりませんので、国内でのＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の

採用動向を検討した結果、当面は日本基準に基づき連結財務諸表を作成する方針です。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,194,517 14,095,497

受取手形及び売掛金 9,041,029 7,660,179

電子記録債権 1,174,949 1,552,525

たな卸資産 1,174,322 1,157,046

その他 257,091 199,335

貸倒引当金 △30,861 △18,900

流動資産合計 24,811,048 24,645,684

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,711,018 14,926,071

減価償却累計額 △8,193,027 △8,608,010

建物及び構築物（純額） 6,517,990 6,318,061

機械装置及び運搬具 9,960,145 8,955,000

減価償却累計額 △8,561,098 △7,696,477

機械装置及び運搬具（純額） 1,399,047 1,258,523

土地 5,806,485 6,149,853

リース資産 10,296,556 10,031,109

減価償却累計額 △5,411,333 △6,026,660

リース資産（純額） 4,885,223 4,004,448

建設仮勘定 84,680 204,490

その他 768,276 850,926

減価償却累計額 △590,983 △611,191

その他（純額） 177,292 239,734

有形固定資産合計 18,870,720 18,175,111

無形固定資産

のれん 1,246,659 1,041,072

その他 100,667 165,188

無形固定資産合計 1,347,326 1,206,261

投資その他の資産

投資有価証券 1,264,013 1,029,299

繰延税金資産 280,202 328,397

退職給付に係る資産 16,853 14,677

その他 305,991 275,471

貸倒引当金 △20,844 △20,734

投資その他の資産合計 1,846,216 1,627,111

固定資産合計 22,064,262 21,008,485

資産合計 46,875,311 45,654,169
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,978,578 4,262,752

電子記録債務 4,499,563 4,689,242

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 4,262,560

リース債務 1,236,121 1,052,195

未払法人税等 67,649 141,170

賞与引当金 377,042 325,002

その他 1,173,484 1,083,166

流動負債合計 16,752,435 16,266,089

固定負債

長期借入金 7,486,896 8,015,281

リース債務 4,330,435 3,531,874

繰延税金負債 25,898 21,968

退職給付に係る負債 958,849 931,967

資産除去債務 33,328 33,940

その他 40,568 30,679

固定負債合計 12,875,976 12,565,711

負債合計 29,628,412 28,831,801

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 10,357,448

自己株式 △355,862 △700,023

株主資本合計 16,623,133 16,369,609

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 591,364 410,235

退職給付に係る調整累計額 △63,579 △31,977

その他の包括利益累計額合計 527,784 378,258

新株予約権 95,981 74,500

純資産合計 17,246,899 16,822,368

負債純資産合計 46,875,311 45,654,169
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 46,121,950 44,491,772

売上原価 40,446,228 39,426,508

売上総利益 5,675,721 5,065,263

販売費及び一般管理費

運賃 1,080,202 1,029,855

給料及び手当 1,232,461 1,113,659

賞与引当金繰入額 140,644 107,644

退職給付費用 51,077 45,518

貸倒引当金繰入額 △9,563 △9,612

のれん償却額 205,586 205,586

その他 1,760,411 1,541,088

販売費及び一般管理費合計 4,460,820 4,033,740

営業利益 1,214,900 1,031,523

営業外収益

受取配当金 27,443 28,987

産業立地交付金 25,895 9,941

その他 15,631 9,642

営業外収益合計 68,970 48,571

営業外費用

支払利息 270,152 246,992

その他 4,895 53,397

営業外費用合計 275,048 300,389

経常利益 1,008,822 779,705

特別利益

固定資産売却益 1,166 11,293

投資有価証券売却益 86,899 -

新株予約権戻入益 9,440 86

特別利益合計 97,506 11,380

特別損失

固定資産売却損 - 4,094

固定資産除却損 35,321 32,062

減損損失 - 23,118

その他 1,850 2,833

特別損失合計 37,171 62,109

税金等調整前当期純利益 1,069,157 728,976

法人税、住民税及び事業税 424,525 322,414

法人税等調整額 4,837 △1,877

法人税等合計 429,363 320,536

当期純利益 639,794 408,439

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純利益 639,794 408,439
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当期純利益 639,794 408,439

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △182,683 △181,129

退職給付に係る調整額 96,481 31,602

その他の包括利益合計 △86,202 △149,526

包括利益 553,592 258,913

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 553,592 258,913

非支配株主に係る包括利益 - -
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他有価

証券評価差

額金

退職給付に

係る調整累

計額

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 3,338,490 3,332,620 10,166,892 △27 16,837,975 774,048 △160,061 613,987 78,784 17,530,746

当期変動額

新株の発行

（新株予約権の

行使）

6,054 6,054 12,109 12,109

剰余金の配当 △510,911 △510,911 △510,911

親会社株主に帰

属する

当期純利益

639,794 639,794 639,794

自己株式の取得 △355,834 △355,834 △355,834

株主資本以外の

項目の

当期変動額（純

額）

- △182,683 96,481 △86,202 17,197 △69,005

当期変動額合計 6,054 6,054 128,882 △355,834 △214,841 △182,683 96,481 △86,202 17,197 △283,846

当期末残高 3,344,545 3,338,675 10,295,775 △355,862 16,623,133 591,364 △63,579 527,784 95,981 17,246,899

当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他有価

証券評価差

額金

退職給付に

係る調整累

計額

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 3,344,545 3,338,675 10,295,775 △355,862 16,623,133 591,364 △63,579 527,784 95,981 17,246,899

当期変動額

新株の発行

（新株予約権の

行使）

14,482 14,482 28,965 28,965

剰余金の配当 △346,766 △346,766 △346,766

親会社株主に帰

属する

当期純利益

408,439 408,439 408,439

自己株式の取得 △344,161 △344,161 △344,161

株主資本以外の

項目の

当期変動額（純

額）

- △181,129 31,602 △149,526 △21,481 △171,008

当期変動額合計 14,482 14,482 61,673 △344,161 △253,523 △181,129 31,602 △149,526 △21,481 △424,531

当期末残高 3,359,027 3,353,157 10,357,448 △700,023 16,369,609 410,235 △31,977 378,258 74,500 16,822,368
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(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

税金等調整前当期純利益 1,069,157 728,976

減価償却費 1,988,780 2,037,011

のれん償却額 205,586 205,586

産業立地交付金 △25,895 △9,941

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,405 △12,071

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,340 △52,040

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 64,353 18,667

受取利息及び受取配当金 △27,500 △29,037

支払利息 270,152 246,992

固定資産売却損益（△は益） △1,166 △7,198

固定資産除却損 35,321 32,062

減損損失 - 23,118

投資有価証券売却損益（△は益） △86,899 -

売上債権の増減額（△は増加） 959,955 1,003,273

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,304 17,276

仕入債務の増減額（△は減少） △1,282,088 △526,146

未収入金の増減額（△は増加） △18,657 38,229

未払金の増減額（△は減少） △43,763 △86,917

未払費用の増減額（△は減少） 7,643 △31,272

未払消費税等の増減額（△は減少） 112,431 56,805

前払費用の増減額（△は増加） △13,513 7,810

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,456 110

その他 2,628 △27,020

小計 3,192,931 3,634,273

利息及び配当金の受取額 28,680 29,057

利息の支払額 △270,565 △248,745

法人税等の支払額 △903,777 △234,617

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,047,269 3,179,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △491,911 △1,070,764

無形固定資産の取得による支出 △25,599 △87,489

投資有価証券の取得による支出 △51,114 △10,630

投資有価証券の売却による収入 115,256 -

産業立地交付金の受取による収入 25,895 9,941

その他 54,776 25,021

投資活動によるキャッシュ・フロー △372,696 △1,133,922

決算短信（宝印刷） 2020年05月18日 10時50分 11ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



共立印刷株式会社(7838) 2020年３月期 決算短信

― 10 ―

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 4,200,000 5,400,000

長期借入金の返済による支出 △4,449,325 △4,579,051

配当金の支払額 △511,111 △347,154

リース債務の返済による支出 △1,177,039 △1,264,966

長期設備未払金の支払いによる支出 △9,888 △9,888

その他 △345,403 △344,006

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,292,767 △1,145,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △618,194 900,980

現金及び現金同等物の期首残高 13,812,712 13,194,517

現金及び現金同等物の期末残高 13,194,517 14,095,497
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（５）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。

(セグメント情報等)

当社グループの事業セグメントは、主に印刷事業でありますが、印刷事業以外のセグメントの重要性が乏しいた

め、セグメント情報の記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり純資産額 364.86円 369.27円

１株当たり当期純利益 13.21円 8.94円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

13.09円 8.86円

(注) １．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 639,794 408,439

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
　(千円)

639,794 408,439

普通株式の期中平均株式数(株) 48,435,912 45,669,042

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 445,106 424,533

(うち新株予約権(株)) (445,106) (424,533)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概
要

2016年７月19日取締役会
決議の第２回新株予約権
(新株予約権の数1,800個)
2018年７月17日取締役会決議
の第３回新株予約権
(新株予約権の数1,932個)

2016年７月19日取締役会
決議の第２回新株予約権
(新株予約権の数1,750個)
2018年７月17日取締役会決議
の第３回新株予約権
(新株予約権の数1,890個)

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度末
(2019年３月31日)

当連結会計年度末
(2020年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 17,246,899 16,822,368

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 95,981 74,500

(うち新株予約権(千円)) (95,981) (74,500)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 17,150,918 16,747,868

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(株)

47,007,350 45,353,450

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．その他

役員の異動

①代表者の異動

該当事項はありません。

②その他の役員の異動（2020年６月26日付予定）

退任予定取締役

取締役副社長 中井 哲雄 （子会社である株式会社ＳＩＣについては代表取締役社長を継続予定）
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