
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

     

 
       

 
       

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年５月期第１四半期の連結業績（平成25年６月１日～平成25年８月31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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年５月期第１四半期 4,734 3.0 1,253 13.0 1,274 13.1 788 12.6
25年５月期第１四半期 4,596 △2.2 1,109 △5.3 1,127 △5.0 700 1.8

(注) 包括利益 26年５月期第１四半期 768百万円( 7.3％) 25年５月期第１四半期 715百万円( 6.0％)

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

26年５月期第１四半期 67.64 －
25年５月期第１四半期 60.05 －

（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 ％

26年５月期第１四半期 15,613 13,043 82.4
25年５月期 15,386 12,392 79.4

(参考) 自己資本 26年５月期第１四半期 12,865百万円 25年５月期 12,224百万円

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

25年５月期 － 10.00 － 10.00 20.00
26年５月期 －

26年５月期(予想) 10.00 － 10.00 20.00

(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．平成26年５月期の連結業績予想（平成25年６月１日～平成26年５月31日）

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) 7,100 4.4 1,030 13.1 1,030 9.9 600 8.4 51.44
通期 11,700 2.4 850 10.0 850 2.5 500 8.5 42.87

(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)

（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

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) 26年５月期１Ｑ 12,936,793株 25年５月期 12,936,793株

② 期末自己株式数 26年５月期１Ｑ 1,273,682株 25年５月期 1,273,594株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年５月期１Ｑ 11,663,148株 25年５月期１Ｑ 11,663,389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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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、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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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果など

を背景に、企業収益の改善が見られるなど、景気は緩やかに回復しつつあります。 

 こうした状況のもと、ディスクロージャー関連事業に関係が深い株式市場につきましては日経平均株

価が高水準で推移しており、また、株式市場の活況を受けＩＰＯ（新規上場）社数の増加も見られるな

ど、明るい材料も見え始めております。 

 このような状況を踏まえ、当社グループはこれまで培ってきたディスクロージャービジネスの強みを

活かし、ＩＲ関連やアジアへの展開など、新たなビジネスモデルを模索し構築を進めてまいりました。

  

当第１四半期連結累計期間の業績の概況については、次のとおりです。 

①売上高 

当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比138百万円(3.0％)増加し、4,734百万円とな

りました。 

 これを製品区分別に説明いたしますと、次のとおりであります。 

・ 金融商品取引法関連製品につきましては、競争激化の影響で有価証券報告書や四半期報告書の売

上が減少したものの、法定開示書類作成支援ツールX-Smart.Basicの導入顧客数の増加や、次世代

EDINET総合運転試験支援サービスの受注などにより、前年同四半期比20百万円(1.1％)増加し、

1,926百万円となりました。 

・ 会社法関連製品につきましては、株主総会招集通知の早期発送により、売上が前期に前倒しにな

ったため、前年同四半期比117百万円(12.0％)減少し、863百万円となりました。 

・ ＩＲ関連製品につきましては、事業報告書や株主優待券の売上が増加したことなどにより、前年

同四半期比108百万円(7.7％)増加し、1,518百万円となりました。 

・ その他製品につきましては、原稿作成コンサルティングの受注が増加したことなどにより、前年

同四半期比126百万円(42.3％)増加し、426百万円となりました。 

②営業利益 

上記の通り、売上高の増加により売上総利益が増加したことにより、営業利益は前年同四半期比

144百万円(13.0％)増加し、1,253百万円となりました。 

③経常利益 

営業外損益は、ほぼ前年同四半期並みの21百万円のプラスとなり、経常利益は前年同四半期比147

百万円(13.1％)増加し、1,274百万円となりました。 

④四半期純利益 

税金等調整前四半期純利益は前年同四半期比156百万円(13.9％)増加し、1,283百万円となりまし

た。四半期純利益は、前年同四半期比88百万円(12.6％)増加し、788百万円となりました。 
  

 なお、当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があ

り、第１四半期の売上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。 

  

 

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
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①財政状態の変動状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて254百万円(3.1％)増加し、8,471百万円となりました。こ

れは、現金及び預金が1,335百万円増加し、受取手形及び売掛金が738百万円、仕掛品が440百万円そ

れぞれ減少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27百万円(0.4％)減少し、7,142百万円となりました。これ

は、有形固定資産が80百万円減少し、無形固定資産が59百万円増加したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて226百万円(1.5％)増加し、15,613百万円となりま

した。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて476百万円(19.2％)減少し、2,007百万円となりました。こ

れは、買掛金が553百万円、未払費用が570百万円それぞれ減少し、未払法人税等が367百万円、賞与

引当金が231百万円それぞれ増加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51百万円(10.2％)増加し、562百万円となりました。これ

は、退職給付引当金が77百万円増加し、役員退職慰労引当金が22百万円減少したことなどによりま

す。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて425百万円(14.2％)減少し、2,569百万円となり

ました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて651百万円(5.3％)増加し、13,043百万円となりました。

これは、主として四半期純利益788百万円の計上による増加と剰余金の配当116百万円による減少であ

ります。 

  
②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結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、前連結会計年

度末に比べ1,335百万円(26.5％)増加し、6,373百万円となりました。  

 当第１四半期連結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。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は前年同四半期に比べ31百万円(2.0％)減少し、1,569百万円となり

ました。  

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,283百万円、売上債権の減少額739百万円であ

り、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額552百万円及び未払費用の減少額570百万円であります。 

（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前年同四半期に比べ61百万円(161.7％)増加し、98百万円となり

ました。  

 これは、主に有形・無形固定資産の取得による支出117百万円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前年同四半期に比べ18百万円(11.9％)減少し、135百万円となり

ました。  

 これは、主に配当金の支払額113百万円によるものであります。 
  

平成25年７月３日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

（２）財政状態に関する説明

（資産）

（負債）

（純資産）

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,707,389 6,042,985

受取手形及び売掛金 2,341,577 1,602,724

有価証券 335,301 346,462

仕掛品 669,439 229,338

原材料及び貯蔵品 28,942 28,274

繰延税金資産 63,414 150,983

その他 72,757 71,868

貸倒引当金 △2,105 △1,441

流動資産合計 8,216,717 8,471,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,079,155 3,079,939

減価償却累計額 △2,200,094 △2,213,772

建物及び構築物（純額） 879,060 866,166

機械装置及び運搬具 1,556,264 1,554,892

減価償却累計額 △1,241,927 △1,264,560

機械装置及び運搬具（純額） 314,337 290,331

土地 3,186,649 3,154,695

その他 387,507 380,261

減価償却累計額 △267,459 △271,503

その他（純額） 120,047 108,757

有形固定資産合計 4,500,095 4,419,951

無形固定資産   

ソフトウエア 517,435 482,489

ソフトウエア仮勘定 284,378 379,218

その他 14,137 14,002

無形固定資産合計 815,951 875,710

投資その他の資産   

投資有価証券 1,611,602 1,579,018

繰延税金資産 65,856 106,584

その他 181,352 165,423

貸倒引当金 △4,638 △4,375

投資その他の資産合計 1,854,172 1,846,651

固定資産合計 7,170,219 7,142,313

資産合計 15,386,936 15,613,511
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 730,198 176,547

1年内返済予定の長期借入金 10,476 10,476

リース債務 93,565 74,317

未払法人税等 240,699 608,621

未払費用 971,040 400,316

賞与引当金 － 231,419

役員賞与引当金 19,264 5,307

その他 419,149 500,440

流動負債合計 2,484,393 2,007,447

固定負債   

長期借入金 39,730 37,111

退職給付引当金 379,450 456,626

役員退職慰労引当金 91,120 68,485

固定負債合計 510,301 562,222

負債合計 2,994,694 2,569,670

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,049,318 2,049,318

資本剰余金 1,998,867 1,998,867

利益剰余金 8,967,185 9,639,486

自己株式 △1,022,404 △1,022,466

株主資本合計 11,992,968 12,665,206

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 231,307 200,700

その他の包括利益累計額合計 231,307 200,700

少数株主持分 167,965 177,934

純資産合計 12,392,242 13,043,840

負債純資産合計 15,386,936 15,613,511
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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 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 4,596,150 4,734,228

売上原価 2,473,516 2,436,697

売上総利益 2,122,633 2,297,531

販売費及び一般管理費   

販売促進費 46,284 63,512

運賃及び荷造費 55,011 54,479

役員報酬 32,631 35,750

給料及び手当 398,735 395,114

賞与引当金繰入額 128,490 124,920

役員賞与引当金繰入額 6,290 5,668

退職給付費用 67,907 62,289

役員退職慰労引当金繰入額 1,731 1,780

福利厚生費 80,006 79,596

修繕維持費 8,127 6,658

租税公課 20,213 21,720

減価償却費 16,356 16,018

賃借料 26,108 24,761

その他 125,628 151,429

販売費及び一般管理費合計 1,013,522 1,043,700

営業利益 1,109,110 1,253,830

営業外収益   

受取利息 428 455

受取配当金 7,443 13,624

持分法による投資利益 4,335 －

その他 7,448 8,169

営業外収益合計 19,655 22,249

営業外費用   

支払利息 1,337 997

その他 32 210

営業外費用合計 1,369 1,207

経常利益 1,127,396 1,274,872

特別利益   

固定資産売却益 － 9,208

投資有価証券売却益 － 55

特別利益合計 － 9,263

特別損失   

固定資産除却損 179 467

特別損失合計 179 467

税金等調整前四半期純利益 1,127,217 1,283,668

法人税、住民税及び事業税 551,620 596,191

法人税等調整額 △126,641 △111,423

法人税等合計 424,979 484,767

少数株主損益調整前四半期純利益 702,238 798,900

少数株主利益 1,812 9,968

四半期純利益 700,425 788,932
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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 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 702,238 798,900

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 13,556 △30,607

その他の包括利益合計 13,556 △30,607

四半期包括利益 715,794 768,292

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 713,981 758,324

少数株主に係る四半期包括利益 1,812 9,968
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,127,217 1,283,668

減価償却費 113,149 104,702

引当金の増減額（△は減少） 309,745 271,076

受取利息及び受取配当金 △7,872 △14,080

支払利息 1,337 997

売上債権の増減額（△は増加） 580,546 739,116

たな卸資産の増減額（△は増加） 615,261 440,768

仕入債務の増減額（△は減少） △519,224 △552,801

未払費用の増減額（△は減少） △539,885 △570,723

持分法による投資損益（△は益） △4,335 －

その他 89,867 79,619

小計 1,765,807 1,782,342

利息及び配当金の受取額 7,872 14,080

利息の支払額 △1,337 △923

法人税等の支払額 △171,097 △226,003

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,601,244 1,569,495

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 △6,252 △2,590

有形固定資産の売却による収入 － 43,050

無形固定資産の取得による支出 △31,626 △115,144

投資有価証券の取得による支出 △1,251 △1,232

投資有価証券の売却による収入 － 3,015

投資事業組合への出資による支出 － △25,000

投資事業組合からの分配による収入 1,928 －

その他 △542 △870

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,744 △98,770

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 － △2,619

リース債務の返済による支出 △18,652 △19,247

配当金の支払額 △134,657 △113,149

自己株式の取得による支出 △65 △62

その他 38 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,337 △135,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,410,163 1,335,646

現金及び現金同等物の期首残高 4,502,804 5,038,190

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,912,967 6,373,836
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、ディスクロージャー関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。  

  

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

宝印刷㈱(7921) 平成26年５月期 第１四半期決算短信
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当社グループは、「３．四半期連結財務諸表 （４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 （セグメ

ント情報等）」に記載のとおり、ディスクロージャー関連事業の単一セグメントであり、生産、受注及び

販売の状況につきましては製品区分別に記載しております。 

 なお、当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、

第１四半期の売上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。 

①生産実績     

生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
②受注実績 

受注実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
③販売実績 

販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績の10％以上を占める販売顧客に該当するものはありません。 

  

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

製品区分

前第１四半期連結累計期間 
自 平成24年６月１日 
至 平成24年８月31日

当第１四半期連結累計期間 
自 平成25年６月１日 
至 平成25年８月31日

比較増減

金額（千円）
構成比 
（％）

金額（千円）
構成比 
（％）

金額（千円）
増減率 
（％）

金融商品取引法関連 1,905,716 41.5 1,926,105 40.7 20,388 1.1

会社法関連 981,073 21.3 863,743 18.2 △117,330 △12.0

ＩＲ関連 1,409,821 30.7 1,518,238 32.1 108,416 7.7

その他 299,537 6.5 426,141 9.0 126,603 42.3

合計 4,596,150 100.0 4,734,228 100.0 138,078 3.0

製品区分

前第１四半期連結累計期間 
自 平成24年６月１日 
至 平成24年８月31日

当第１四半期連結累計期間 
自 平成25年６月１日 
至 平成25年８月31日

比較増減

受注高(千円)
受注残高 
（千円）

受注高(千円)
受注残高 
（千円）

受注高(千円)
受注残高 
（千円）

金融商品取引法関連 1,228,662 125,756 1,451,807 446,304 223,144 320,548

会社法関連 220,799 59,793 269,423 90,818 48,623 31,025

ＩＲ関連 491,306 243,510 661,449 228,038 170,143 △15,472

その他 210,312 91,487 351,536 170,598 141,223 79,111

合計 2,151,080 520,548 2,734,215 935,759 583,135 415,211

製品区分

前第１四半期連結累計期間 
自 平成24年６月１日 
至 平成24年８月31日

当第１四半期連結累計期間 
自 平成25年６月１日 
至 平成25年８月31日

比較増減

金額（千円）
構成比 
（％）

金額（千円）
構成比 
（％）

金額（千円）
増減率 
（％）

金融商品取引法関連 1,905,716 41.5 1,926,105 40.7 20,388 1.1

会社法関連 981,073 21.3 863,743 18.2 △117,330 △12.0

ＩＲ関連 1,409,821 30.7 1,518,238 32.1 108,416 7.7

その他 299,537 6.5 426,141 9.0 126,603 42.3

合計 4,596,150 100.0 4,734,228 100.0 138,078 3.0
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