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(百万円未満切捨て)
１．平成28年５月期第３四半期の連結業績（平成27年６月１日～平成28年２月29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 ％

28年５月期第３四半期 10,665 8.0 1,097 106.5 1,212 99.4 747 121.1

27年５月期第３四半期 9,876 8.5 531 △47.8 608 △45.6 338 △49.5
(注) 包括利益 28年５月期第３四半期 423百万円(△20.1％) 27年５月期第３四半期 530百万円(△33.2％)
　

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

28年５月期第３四半期 66.86 －

27年５月期第３四半期 28.99 －
　

　

（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 ％

28年５月期第３四半期 16,006 13,723 84.0

27年５月期 17,351 13,859 78.1
(参考) 自己資本 28年５月期第３四半期 13,441百万円 27年５月期 13,550百万円
　

　

　

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

27年５月期 － 10.00 － 25.00 35.00

28年５月期 － 25.00 －

28年５月期(予想) 25.00 50.00
(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28年５月期の連結業績予想（平成27年６月１日～平成28年５月31日）

(％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

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 13,650 1.3 1,000 10.4 1,100 7.2 650 12.3 58.15
(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 ： 有

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
　

(注) 詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見
積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（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) 28年５月期３Ｑ 12,936,793株 27年５月期 12,936,793株

② 期末自己株式数 28年５月期３Ｑ 1,758,481株 27年５月期 1,758,051株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年５月期３Ｑ 11,178,513株 27年５月期３Ｑ 11,662,505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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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融緩和を背景に、雇用・所得環境

の改善傾向が続き、緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、海外景気の下振れによる影響などのリスク

も抱えており、先行きは不透明な状況にあります。

　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、海外株式市場の影響

等により日経平均株価が下落する場面もありましたが、ファイナンス案件およびIPO（新規上場）社数は前年並みの

高水準で推移しました。

　このような事業環境の中、当社は、金融庁の新EDINETに対応した法定開示書類の作成支援ツールの販売、各種IR

支援、増加するIPOの支援、国内企業の海外展開に必要な開示資料の翻訳支援など、事業環境の変化とお客様のニー

ズに対応したサービスを提供し、業容の拡大に努めてまいりました。

　

当第３四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３四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比788百万円（8.0％）増加し、10,665百万円となりまし

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、ファイナンス案件の増加による目論見書等の売上が増加したため、前年同四半期比238百万円

（5.9％）増加し、4,277百万円となりました。

・ 会社法関連製品につきましては、株主総会招集通知の売上が増加したため、前年同四半期比256百万円

（17.3％）増加し、1,742百万円となりました。

・ ＩＲ関連製品につきましては、ディスクロージャー誌等の売上が増加したため、前年同四半期比118百万円

（3.8％）増加し、3,194百万円となりました。

・ 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ため、前年同四半期比175百万円

（13.7％）増加し、1,451百万円となりました。

② 営業利益

売上高の増加に加え、新EDINETの対応に要した費用の減少等による原価率の改善により、営業利益は前年同

四半期比565百万円（106.5％）増加し、1,097百万円となりました。

③ 経常利益

上記の通り、営業利益が増加したことにより、経常利益は前年同四半期比604百万円（99.4％）増加し、

1,212百万円となりました。

④ 親会社株主に帰属する四半期純利益

税金等調整前四半期純利益は前年同四半期比557百万円（90.5％）増加し、1,173百万円となりました。親会

社株主に帰属する四半期純利益は、前年同四半期比409百万円（121.1％）増加し、747百万円となりました。

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。
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（２）財政状態に関する説明

①財政状態の変動状況

（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて840百万円(9.6％)減少し、7,890百万円となりました。これは、現

金及び預金が961百万円増加し、受取手形及び売掛金が1,441百万円、仕掛品が473百万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505百万円(5.9％)減少し、8,115百万円となりました。これは、有

形固定資産が94百万円、投資有価証券が280百万円それぞれ減少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1,345百万円(7.8％)減少し、16,006百万円となりました。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,111百万円(37.2％)減少し、1,876百万円となりました。これは、

買掛金が621百万円、未払費用が769百万円それぞれ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97百万円(19.3％)減少し、406百万円となりました。これは、繰延

税金負債が98百万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1,209百万円(34.6％)減少し、2,282百万円となりまし

た。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて136百万円(1.0％)減少し、13,723百万円となりました。これは、

親会社株主に帰属する四半期純利益747百万円の計上、剰余金の配当558百万円による減少及びその他有価証券

評価差額金の減少195百万円などであります。

②キャッシュ・フローの状況

　当第３四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

961百万円(19.0％)増加し、6,035百万円となりました。

　当第３四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838百万円増加し、1,778百万円となりました。

　収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,173百万円、売上債権の減少額1,433百万円、たな卸資産の

減少額466百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額621百万円及び未払費用の減少額769百万円で

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117百万円減少し、252百万円となりました。

　収入の主な内訳は、投資事業組合からの分配による収入78百万円であり、支出の主な内訳は、無形固定資産

の取得による支出205百万円及び投資事業組合への出資による支出70百万円であります。

（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278百万円増加し、564百万円となりました。

　これは、主に配当金の支払額556百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 平成27年７月１日発表の通期の業績予想に変更はありません。
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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」（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

上する方法に変更いたしました。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いたします。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３四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３四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

会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・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、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取

得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分

に記載する方法に変更しております。

　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。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,742,210 5,703,975

受取手形及び売掛金 2,609,504 1,168,251

有価証券 335,622 335,696

仕掛品 883,530 410,424

原材料及び貯蔵品 27,554 34,518

繰延税金資産 51,756 151,321

その他 81,366 86,627

貸倒引当金 △1,038 △465

流動資産合計 8,730,507 7,890,350

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,115,679 3,151,541

減価償却累計額 △2,306,576 △2,344,194

建物及び構築物（純額） 809,103 807,346

機械装置及び運搬具 1,383,338 1,329,842

減価償却累計額 △1,122,806 △1,132,667

機械装置及び運搬具（純額） 260,532 197,175

土地 3,154,695 3,154,695

その他 490,901 479,332

減価償却累計額 △358,160 △375,785

その他（純額） 132,741 103,546

有形固定資産合計 4,357,072 4,262,763

無形固定資産

ソフトウエア 1,094,742 1,030,360

ソフトウエア仮勘定 38,248 29,156

その他 13,470 13,065

無形固定資産合計 1,146,461 1,072,581

投資その他の資産

投資有価証券 2,072,008 1,791,818

退職給付に係る資産 439,092 398,456

その他 608,600 600,245

貸倒引当金 △2,169 △9,929

投資その他の資産合計 3,117,532 2,780,590

固定資産合計 8,621,066 8,115,936

資産合計 17,351,574 16,006,286
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年２月29日)

負債の部

流動負債

買掛金 903,230 281,870

1年内返済予定の長期借入金 10,476 7,521

未払法人税等 66,815 384,532

未払費用 1,096,778 327,658

賞与引当金 － 307,924

役員賞与引当金 23,924 22,494

その他 886,709 544,012

流動負債合計 2,987,934 1,876,015

固定負債

長期借入金 18,778 13,876

繰延税金負債 362,364 263,418

役員退職慰労引当金 79,727 86,026

退職給付に係る負債 43,303 43,531

固定負債合計 504,173 406,852

負債合計 3,492,107 2,282,867

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 9,815,751 10,004,255

自己株式 △1,523,150 △1,523,710

株主資本合計 12,340,787 12,528,731

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 577,667 381,780

退職給付に係る調整累計額 632,430 531,374

その他の包括利益累計額合計 1,210,097 913,154

非支配株主持分 308,581 281,532

純資産合計 13,859,466 13,723,419

負債純資産合計 17,351,574 16,006,286
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年２月29日)

売上高 9,876,561 10,665,043

売上原価 6,280,354 6,340,087

売上総利益 3,596,207 4,324,955

販売費及び一般管理費

販売促進費 143,470 131,175

運賃及び荷造費 134,218 126,950

貸倒引当金繰入額 － 7,187

役員報酬 111,385 125,496

給料及び手当 1,499,389 1,523,771

賞与引当金繰入額 128,614 172,945

役員賞与引当金繰入額 17,943 22,494

退職給付費用 119,013 30,534

役員退職慰労引当金繰入額 4,423 9,527

福利厚生費 275,590 327,695

修繕維持費 33,193 30,546

租税公課 45,702 64,333

減価償却費 44,599 43,030

賃借料 84,144 84,598

その他 423,184 527,349

販売費及び一般管理費合計 3,064,875 3,227,637

営業利益 531,332 1,097,317

営業外収益

受取利息 1,145 1,077

受取配当金 30,870 38,623

投資事業組合運用益 20,699 42,479

その他 25,415 34,332

営業外収益合計 78,130 116,512

営業外費用

支払利息 752 610

その他 471 583

営業外費用合計 1,223 1,193

経常利益 608,239 1,212,636
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(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年２月29日)

特別利益

投資有価証券売却益 11,071 －

特別利益合計 11,071 －

特別損失

固定資産除却損 3,487 10,117

投資有価証券売却損 － 171

投資有価証券評価損 － 27,283

施設利用権解約損 － 1,800

特別損失合計 3,487 39,372

税金等調整前四半期純利益 615,823 1,173,263

法人税、住民税及び事業税 245,954 509,455

法人税等調整額 △2,891 △56,578

法人税等合計 243,062 452,877

四半期純利益 372,760 720,386

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

34,702 △27,049

親会社株主に帰属する四半期純利益 338,057 747,435

決算短信 （宝印刷）  2016年03月30日 10時03分 10ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



宝印刷株式会社(7921) 平成28年５月期 第３四半期決算短信

― 9 ―

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年２月29日)

四半期純利益 372,760 720,386

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 205,235 △195,886

退職給付に係る調整額 △47,812 △101,056

その他の包括利益合計 157,422 △296,943

四半期包括利益 530,183 423,443

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 495,480 450,492

非支配株主に係る四半期包括利益 34,702 △27,049
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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３四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年２月29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 615,823 1,173,263

減価償却費 380,510 412,984

引当金の増減額（△は減少） 223,864 319,982

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △12,622 △108,495

受取利息及び受取配当金 △32,015 △39,700

支払利息 752 610

固定資産除却損 3,487 10,117

投資有価証券評価損 － 27,283

売上債権の増減額（△は増加） 1,414,956 1,433,491

たな卸資産の増減額（△は増加） 673,459 466,141

仕入債務の増減額（△は減少） △630,173 △621,359

未払費用の増減額（△は減少） △799,894 △769,119

投資事業組合運用損益（△は益） △20,699 △42,479

その他 △263,881 △318,899

小計 1,553,567 1,943,819

利息及び配当金の受取額 32,015 39,700

利息の支払額 △510 △365

法人税等の支払額 △644,627 △204,664

営業活動によるキャッシュ・フロー 940,445 1,778,489

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 △106,458 △51,092

無形固定資産の取得による支出 △377,875 △205,702

投資有価証券の取得による支出 △3,207 △4,091

投資有価証券の売却による収入 35,646 6

投資事業組合への出資による支出 － △70,000

投資事業組合からの分配による収入 85,168 78,552

その他 △2,669 294

投資活動によるキャッシュ・フロー △369,395 △252,032

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 △7,857 △7,857

配当金の支払額 △278,328 △556,201

自己株式の取得による支出 △274 △560

財務活動によるキャッシュ・フロー △286,460 △564,618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 284,589 961,838

現金及び現金同等物の期首残高 5,408,343 5,073,333

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,692,932 6,035,171
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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。

（セグメント情報等）

　 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。
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４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

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。

製品区分

前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成27年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
至 平成28年２月29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 4,039,092 40.9 4,277,138 40.1 238,046 5.9

会社法関連 1,485,450 15.0 1,742,431 16.3 256,981 17.3

ＩＲ関連 3,076,152 31.2 3,194,208 30.0 118,055 3.8

その他 1,275,866 12.9 1,451,263 13.6 175,397 13.7

合計 9,876,561 100.0 10,665,043 100.0 788,481 8.0

(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 受注状況

受注状況を製品区分別に示すと、次のとおりであります。

製品区分

前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成27年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
至 平成28年２月29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 3,541,714 739,537 3,920,320 881,892 378,606 142,355

会社法関連 1,169,404 410,220 1,413,349 521,195 243,945 110,974

ＩＲ関連 2,263,622 318,410 2,424,446 351,998 160,824 33,588

その他 955,387 343,832 1,087,123 267,400 131,736 △76,432

合計 7,930,128 1,812,000 8,845,240 2,022,487 915,112 210,486

(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。

製品区分

前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成27年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
至 平成28年２月29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 4,039,092 40.9 4,277,138 40.1 238,046 5.9

会社法関連 1,485,450 15.0 1,742,431 16.3 256,981 17.3

ＩＲ関連 3,076,152 31.2 3,194,208 30.0 118,055 3.8

その他 1,275,866 12.9 1,451,263 13.6 175,397 13.7

合計 9,876,561 100.0 10,665,043 100.0 788,481 8.0

(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。
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