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１．平成29年3月期第１四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28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 ％

29年3月期第１四半期 1,288 7.1 89 △1.9 △99 △172.7 △74 △189.1

28年3月期第１四半期 1,202 1.6 91 △8.8 136 123.7 83 120.1

(注)包括利益 29年3月期第1四半期 △136百万円( △198.7 ％) 28年3月期第１四半期 138 百万円 ( 397.6％)

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

29年3月期第１四半期 △14.09 ―

28年3月期第１四半期 15.82 ―

（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

29年3月期第１四半期 6,736 4,789 71.1 909.97

28年3月期 6,884 5,030 73.1 955.90

(参考) 自己資本 29年3月期第１四半期 4,789 百万円 28年3月期 5,030 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

28年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

29年3月期 ―

29年3月期(予想) 0.00 ― 20.00 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29年3月期の連結業績予想（平成28年4月1日～平成29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) 2,619 5.5 196 0.4 201 1.6 136 7.1 25.88

通期 5,353 1.2 448 0.4 458 43.3 310 36.5 59.03

(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 ： 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) 29年3月期１Ｑ 5,523,592株 29年3月期 5,523,592株

② 期末自己株式数 29年3月期１Ｑ 260,752株 29年3月期 260,752株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期１Ｑ 5,262,840株 29年3月期１Ｑ 5,262,840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ます。なお、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は終了しております。

※ 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および合理的であると

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およ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２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。

決算短信（宝印刷） 2016年08月05日 18時06分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



日本プリメックス株式会社(2795) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………… ２

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… ２

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… ２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… ２

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………………………… ３

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………… ３

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………… ３

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………… ４

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………… ４

（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 ………………………………………… ６

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………… ８

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………… ８

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………… ８

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………… ８

決算短信（宝印刷） 2016年08月05日 18時06分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）

― 1 ―
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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は、国内では、４月の熊本地震、海外では、英国のＥＵ離脱を起因とした更なる

円高と、わが国国民、経済にとって困難の多い四半期となりました。このような経済環境の中、当社グループ

は、顧客企業の好調な設備投資・受注を受け、ＰＯＳ・駐車場・医療機器・その他各種の用途に使用される

ミニプリンタ及び周辺機器を中心に堅調な受注を確保することが出来ました。

これにより、売上高は12億88百万円となり、前年同四半期と比べ85百万円（7.1％）の増加となりました。

営業利益は89百万円となり、前年同四半期と比べ1百万円（△1.9％）の減少となりました。また、前連結会計

年度末からの円高に伴う為替差損の発生を主な要因として、経常損失は99百万円となり、前年同四半期と比べ

2億36百万円の減少となりました。税金等調整前四半期純損失は99百万円（前年同四半期は1億36百万円の利

益）となり、税効果会計適用後の法人税等負担額は△25百万円（前年同四半期は53百万円）となりました。

その結果、当第1四半期連結累計期間における親会社株主に帰属する四半期純損失は74百万円（前年同四半期は

83百万円の利益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.6％減少し、49億12百万円と

なりました。これは、主として受取手形及び売掛金が1億95百万円減少したことによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて3.6％減少し、18億23百万円となりました。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.2％減少し、67億36百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.6％増加し、15億88百万円となりました。内訳は、支払手形及び買掛

金が前連結会計年度末に比べて22百万円増加したこと、及び賞与引当金について、前連結会計年度末とは、引

当対象期間が異なるための増加額34百万円などとなっております。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて2.5％増加し、3億58百万円となりました。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.0％増加し、19億46百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.8％減少し、47億89百万円となりました。主な要因は剰余金の配当

１億5百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失74百万円、その他有価証券評価差額金の減少62百万円であり

ます。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　今後の当社を取り巻く経営環境は、引き続き厳しい状況で推移すると予想されます。

このような状況を踏まえ、当事業年度の連結業績予想につきましては、平成28年３月期決算短信（平成28年５

月12日開示）により公表いたしました第2 四半期連結累計期間及び通期の数値に変更はありませんが、今後の

進捗を精査した結果、業績予想に変更が生ずると判断した場合には速やかに公表いたします。
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日本プリメックス株式会社(2795) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

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

　該当事項はありません。

（４）追加情報

　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。

決算短信（宝印刷） 2016年08月05日 18時06分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）

― 3 ―



日本プリメックス株式会社(2795) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,825,912 2,873,910

受取手形及び売掛金 1,552,761 1,357,229

商品及び製品 357,790 329,859

原材料及び貯蔵品 150,401 201,889

未収還付法人税等 36,610 41,797

繰延税金資産 18,254 58,729

その他 51,297 49,258

貸倒引当金 △466 △271

流動資産合計 4,992,561 4,912,403

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 274,607 270,386

機械装置及び運搬具（純額） 11,602 10,405

工具、器具及び備品（純額） 11,462 10,761

土地 931,334 931,334

リース資産（純額） 66,829 66,060

有形固定資産合計 1,295,837 1,288,948

無形固定資産

リース資産 19,358 17,841

その他 5,161 8,330

無形固定資産合計 24,519 26,172

投資その他の資産

投資有価証券 513,201 440,971

繰延税金資産 45,355 55,011

その他 14,262 16,705

貸倒引当金 △1,000 △4,187

投資その他の資産合計 571,818 508,501

固定資産合計 1,892,175 1,823,622

資産合計 6,884,736 6,736,025
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日本プリメックス株式会社(2795) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,286,065 1,308,261

短期借入金 50,000 50,000

未払法人税等 4,323 15,337

賞与引当金 43,199 77,365

その他 120,586 137,482

流動負債合計 1,504,174 1,588,446

固定負債

役員退職慰労引当金 138,388 140,868

退職給付に係る負債 164,089 173,007

その他 47,350 44,669

固定負債合計 349,828 358,544

負債合計 1,854,003 1,946,991

純資産の部

株主資本

資本金 393,997 393,997

資本剰余金 283,095 283,095

利益剰余金 4,489,963 4,310,544

自己株式 △158,866 △158,866

株主資本合計 5,008,190 4,828,771

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 22,542 △39,737

その他の包括利益累計額合計 22,542 △39,737

純資産合計 5,030,733 4,789,033

負債純資産合計 6,884,736 6,736,025
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日本プリメックス株式会社(2795) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

（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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 1,202,996 1,288,450

売上原価 843,361 928,809

売上総利益 359,634 359,640

販売費及び一般管理費 268,141 269,930

営業利益 91,492 89,710

営業外収益

受取利息 113 144

受取配当金 8,236 6,552

為替差益 36,842 -

その他 391 1,082

営業外収益合計 45,583 7,778

営業外費用

支払利息 97 524

為替差損 - 195,020

その他 - 1,490

営業外費用合計 97 197,035

経常利益又は経常損失（△） 136,979 △99,546

特別損失

固定資産除却損 13 -

特別損失合計 13 -

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（△）

136,966 △99,546

法人税、住民税及び事業税 55,352 14,798

法人税等調整額 △1,625 △40,181

法人税等合計 53,727 △25,383

四半期純利益又は四半期純損失（△） 83,238 △74,162

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

83,238 △74,162
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 83,238 △74,162

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 54,970 △62,280

その他の包括利益合計 54,970 △62,280

四半期包括利益 138,209 △136,442

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 138,209 △136,442

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）

前第１四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)

1. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 131,571 25 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

2. 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

1. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月27日
定時株主総会

普通株式 105,256 20 平成28年３月31日 平成28年６月28日 利益剰余金

2. 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

当社グループの報告セグメントが「ミニプリンタの開発・製造・販売事業」のみであるため、記載を省略して

おります。

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

当社グループの報告セグメントが「ミニプリンタの開発・製造・販売事業」のみであるため、記載を省略して

おります。
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