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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融緩和政策などの推進によ

り、企業収益や雇用情勢が改善するなど、緩やかな景気回復基調で推移いたしました。一方、個人消費につきまし

ては、生活の質の向上を求める動向が一層顕著になるとともに、節約志向が徹底され消費回復の定着は楽観できな

い状況にあります。

 このような経営環境の中、当社及び連結子会社は、品質及び生産性の向上を目的とした生産工程の継続的な改善

に取り組み、お客様の要望にお応えする製品を提供することで差別化を図り、積極的な受注活動に努めてまいりま

した。

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は85億49百万円（前年同期比10.5％増）となり、営

業利益は２億21百万円（前年同期は81百万円の営業損失）、経常利益は２億20百万円（前年同期は85百万円の経常

損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億17百万円（前年同期は79百万円の親会社株主に帰属する四半期

純損失）となりました。

 なお、当社及び連結子会社は、印刷事業セグメントのみであるため、事業部門別の売上概況を示せば、次のとお

りであります。利益については管理上、部門別には把握しておりません。また、第１四半期連結会計期間より、包

装資材及び紙器、紙工品部門とその他の部門において、事業部門の区分を変更しており、以下の前年同四半期比較

については、前年同四半期の数値を変更後の事業部門に組み替えた数値で比較しております。

①商業印刷部門

 当部門は、当社の技術を生かした美術印刷物の受注が伸び、順調に推移いたしました。カタログ・パンフレット

類の商業印刷は、一部取引先の受注が販売時期のずれにより増加したことなどから、この部門全体の売上高は９億

17百万円（前年同期比16.6％増）となりました。

②包装資材及び紙器、紙工品部門

 当部門の紙器部門は生産能力を整備増強し、お客様の要望に充分お応えできる生産体制になったことにより、前

年対比26.0％の増収となりました。フレキソ包材は提案営業が奏功し増加となり、紙袋類につきましても、訪日観

光客の増加等により受注が伸び、堅調に推移したことなどから、この部門全体の売上高は50億47百万円（前年同期

比12.0％増）となりました。

③情報機器及びサプライ品部門

 当部門のシール貼札は、物流や食品関連の受注が堅調に推移し、情報機器類も提案営業が奏功し増加したことな

どから、この部門全体の売上高は22億31百万円（前年同期比3.5％増）となりました。

④その他の部門

 当部門の取次品は受注が増加したことや、販売価格の修正が奏功したことなどから、この部門全体の売上高は３

億52百万円（前年同期比21.7％増）となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億40百万円減少の134億33百万円となりま

した。

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ１億77百万円減少の62億40百万円となりました。これは受取手形及び売掛

金が３億49百万円減少したことなどによるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ63百万円減少の

71億92百万円となりました。

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ２億87百万円減少の94億60百万円となりました。これは支払手形及び買掛

金が１億43百万円減少したことなどによるものであります。

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ47百万円増加の39億73百万円となりました。

 これらの結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ６円42銭増加の223円16銭となり、自己資本比

率は前連結会計年度末に比べ27.9％から28.5％になりました。 

 

キャッシュ・フローの状況

 当第２四半期連結会計期間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12億99百万円とな

り、前連結会計年度末に比べて68百万円増加しております。

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、６億15百万円（前年同四半期は70百万円の増

加）となりました。これは仕入債務の減少１億48百万円等資金が減少したものの、売上債権の減少３億52百万円、

減価償却費３億19百万円、税金等調整前四半期純利益２億４百万円等資金が増加し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）

 当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、５億55百万円（前年同四半期は３億49百万円

の減少）となりました。これは有形固定資産の取得５億49百万円等資金が減少し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）

 当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、８百万円（前年同四半期は４億20百万円の増

加）となりました。これは長期借入金の返済３億82百万円等資金が減少したものの、長期借入れにより５億円資金

が増加したことによるものであります。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成28年３月期の通期の業績予想につきましては、平成27年５月８日に公表いたしました業績予想に変更はござ

いません。

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、実際の業績は今後様々

な要因によって大きく異なる可能性があります。

 

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

該当事項はありません。

 

 

（２）四半期連結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。

 

 

（３）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 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子

会社株式の取得に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し

ております。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）

及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期

首時点から将来にわたって適用しております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が8,578千円減少しております。また、当第

２四半期連結会計期間末の資本剰余金が8,578千円増加しております。 
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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27年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,698,965 1,767,806 

受取手形及び売掛金 3,177,248 2,827,841 

商品及び製品 877,760 858,329 

仕掛品 352,732 408,611 

原材料 139,488 178,371 

その他 191,557 207,248 

貸倒引当金 △19,646 △7,287 

流動資産合計 6,418,105 6,240,923 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,605,038 1,554,405 

機械装置及び運搬具（純額） 2,556,746 2,496,226 

土地 2,284,319 2,284,319 

建設仮勘定 60,816 152,864 

その他（純額） 119,252 118,032 

有形固定資産合計 6,626,172 6,605,848 

無形固定資産 30,903 32,767 

投資その他の資産    

投資有価証券 299,954 300,902 

繰延税金資産 195,617 142,998 

その他 114,966 121,642 

貸倒引当金 △11,728 △11,419 

投資その他の資産合計 598,809 554,123 

固定資産合計 7,255,885 7,192,739 

資産合計 13,673,990 13,433,662 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 4,955,175 4,811,773 

短期借入金 1,286,360 1,316,120 

未払法人税等 7,832 40,929 

賞与引当金 102,484 127,273 

その他 879,379 623,647 

流動負債合計 7,231,232 6,919,743 

固定負債    

長期借入金 1,723,840 1,811,690 

役員退職慰労引当金 106,832 72,646 

退職給付に係る負債 11,198 12,019 

長期未払金 554,594 523,867 

その他 120,378 120,225 

固定負債合計 2,516,843 2,540,449 

負債合計 9,748,075 9,460,192 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,570,846 1,570,846 

資本剰余金 852,953 889,419 

利益剰余金 2,378,308 2,443,639 

自己株式 △1,055,598 △1,142,146 

株主資本合計 3,746,510 3,761,758 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 74,542 76,735 

その他の包括利益累計額合計 74,542 76,735 

非支配株主持分 104,862 134,976 

純資産合計 3,925,915 3,973,470 

負債純資産合計 13,673,990 13,433,662 
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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２四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

売上高 7,736,618 8,549,878 

売上原価 6,581,416 7,106,482 

売上総利益 1,155,201 1,443,396 

販売費及び一般管理費 1,236,457 1,222,344 

営業利益又は営業損失（△） △81,255 221,052 

営業外収益    

受取利息及び配当金 3,245 2,985 

不動産賃貸料 2,546 2,612 

受贈益 － 3,520 

その他 5,404 5,036 

営業外収益合計 11,197 14,155 

営業外費用    

支払利息 12,175 11,119 

手形売却損 1,759 1,902 

その他 1,729 2,045 

営業外費用合計 15,664 15,066 

経常利益又は経常損失（△） △85,721 220,141 

特別利益    

固定資産売却益 999 207 

特別利益合計 999 207 

特別損失    

固定資産処分損 7,780 15,614 

投資有価証券評価損 133 43 

特別損失合計 7,914 15,658 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
△92,636 204,689 

法人税、住民税及び事業税 13,697 59,652 

法人税等調整額 △29,432 19,624 

法人税等合計 △15,735 79,276 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △76,901 125,413 

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,248 7,921 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△79,149 117,491 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △76,901 125,413 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 10,767 2,193 

退職給付に係る調整額 6,006 － 

その他の包括利益合計 16,774 2,193 

四半期包括利益 △60,126 127,606 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △62,375 119,684 

非支配株主に係る四半期包括利益 2,248 7,921 

 

- 7 -

野崎印刷紙業㈱　（7919）　平成28年３月期　第２四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30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又は税金等調整前四半

期純損失（△） 
△92,636 204,689 

減価償却費 304,814 319,117 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,240 △12,668 

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,694 24,789 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,937 △34,185 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,186 820 

長期未払金の増減額（△は減少） △7,412 △30,727 

受取利息及び受取配当金 △3,245 △2,985 

支払利息 12,175 11,119 

有形固定資産除売却損益（△は益） 5,917 15,407 

無形固定資産除売却損益（△は益） 863 － 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 133 43 

売上債権の増減額（△は増加） 734,515 352,044 

たな卸資産の増減額（△は増加） △250,355 △75,332 

仕入債務の増減額（△は減少） △550,188 △148,342 

その他 △43,209 9,586 

小計 135,949 633,377 

利息及び配当金の受取額 3,116 2,949 

利息の支払額 △12,002 △11,122 

法人税等の支払額 △56,604 △9,363 

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,459 615,840 

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 △341,207 △549,546 

有形固定資産の売却による収入 1,000 1,247 

無形固定資産の取得による支出 － △2,345 

無形固定資産の売却による収入 12 － 

投資有価証券の取得による支出 △2,915 △2,821 

投資有価証券の売却による収入 － 5,000 

貸付けによる支出 △480 － 

貸付金の回収による収入 890 555 

保険積立金の積立による支出 △6,561 △6,561 

その他 14 △1,126 

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,247 △555,598 

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） △258,044 － 

長期借入れによる収入 1,100,000 500,000 

長期借入金の返済による支出 △366,140 △382,390 

リース債務の返済による支出 △1,099 △1,370 

自己株式の売却による収入 － 146 

自己株式の取得による支出 △151 △47,009 

配当金の支払額 △51,983 △51,816 

非支配株主への配当金の支払額 △2,191 △1,878 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出 
－ △7,082 

財務活動によるキャッシュ・フロー 420,389 8,599 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 141,600 68,841 

現金及び現金同等物の期首残高 991,486 1,230,965 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,133,086 1,299,806 
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（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）

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）

該当事項はありません。
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