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(百万円未満切捨て)

１．平成29年５月期第１四半期の連結業績（平成28年６月１日～平成28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
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５月期第１四半期 5,770 7.6 1,531 9.5 1,563 9.0 1,063 11.5

28年５月期第１四半期 5,361 2.4 1,398 30.0 1,435 30.5 954 39.8
(注) 包括利益 29年５月期第１四半期 1,032百万円( 21.4％) 28年５月期第１四半期 850百万円( 14.9％)
　

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５月期第１四半期 95.17 －

28年５月期第１四半期 85.36 －
　

　

（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 ％

29年５月期第１四半期 17,637 13,445 74.7

28年５月期 18,096 12,692 68.7
(参考) 自己資本 29年５月期第１四半期 13,179百万円 28年５月期 12,437百万円
　

　

　

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５月期 － 25.00 － 25.00 50.00

29年５月期 －

29年５月期(予想) 25.00 － 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29年５月期の連結業績予想（平成28年６月１日～平成29年５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) 8,880 4.9 1,700 26.0 1,760 22.3 1,100 16.5 98.40

通期 14,700 0.2 1,450 △7.7 1,570 △9.1 960 △11.5 85.88
(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) 29年５月期１Ｑ 12,936,793株 28年５月期 12,936,793株

② 期末自己株式数 29年５月期１Ｑ 1,758,672株 28年５月期 1,758,546株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年５月期１Ｑ 11,178,170株 28年５月期１Ｑ 11,178,673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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国や新興国経済の鈍化懸念、英国のＥＵ離脱問題など、海

外経済の影響等により停滞した状態が続いております。

　こうした状況のもと、当社のディスクロージャー関連事業に関係が深い国内株式市場においては、６月に日経平

均株価が15,000円を割り込んで以降、本格的な回復には至らず15,000～16,000円台で推移しました。

　このような事業環境において、当社グループは、平成27年６月に適用が開始されたコーポレートガバナンス・コ

ードを受けて高付加価値化した会社法関連製品の拡販および各種ディスクロージャー書類の翻訳ニーズの取り込み、

決算・開示に係る支援等のコンサルティングの受注が引き続き増加いたしました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は5,770百万円（前年同四半期比409百万円増、同7.6％増）とな

りました。利益面については、営業利益は1,531百万円（同133百万円増、同9.5％増）、経常利益は1,563百万円

（同128百万円増、同9.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,063百万円（同109百万円増、同11.5％

増）となりました。

売上高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等の売上が減少したことおよび

ファイナンス案件の減少により目論見書の売上が減少したことにより、前年同四半期比111百万円（5.3％）減

少し、2,004百万円となりました。

・ 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ことにより、前年同四半期比116百万

円（11.0％）増加し、1,182百万円となりました。

・ ＩＲ関連製品につきましては、事業報告書や株主総会関連サービスの売上が増加したことにより、前年同四

半期比127百万円（7.8％）増加し、1,768百万円となりました。

・ その他製品につきましては、主に原稿作成コンサルティングの受注が増加したことにより、前年同四半期比

276百万円（51.2％）増加し、815百万円となりました。

　

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394百万円(3.9％)減少し、9,627百万円となりました。これは、現

金及び預金が1,146百万円増加し、受取手形及び売掛金が1,035百万円、仕掛品が519百万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65百万円(0.8％)減少し、8,009百万円となりました。これは、繰延

税金資産が59百万円増加し、ソフトウエアが45百万円、投資有価証券が105百万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459百万円(2.5％)減少し、17,637百万円となりました。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,293百万円(34.4％)減少し、2,464百万円となりました。これは、

買掛金が791百万円、未払費用が815百万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81百万円(4.9％)増加し、1,727百万円となりました。これは、退職

給付に係る負債が80百万円増加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1,212百万円(22.4％)減少し、4,192百万円となりまし

た。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて752百万円(5.9％)増加し、13,445百万円となりました。これは、

親会社株主に帰属する四半期純利益1,063百万円の計上による増加と剰余金の配当279百万円による減少などで

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

1,146百万円(18.6％)増加し、7,324百万円となりました。

　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157百万円減少し、1,544百万円となりました。

　収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,563百万円、売上債権の減少額1,035百万円、たな卸資産の

減少額524百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額791百万円及び未払費用の減少額815百万円で

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8百万円増加し、129百万円となりました。

　これは、主に有形・無形固定資産の取得による支出124百万円であります。

（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9百万円減少し、268百万円となりました。

　これは、主に配当金の支払額265百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 平成28年７月１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。
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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

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。
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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28年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,846,883 6,993,734

受取手形及び売掛金 2,777,331 1,741,818

有価証券 335,702 335,703

仕掛品 832,092 312,588

原材料及び貯蔵品 32,779 27,848

繰延税金資産 84,648 139,138

その他 115,591 78,757

貸倒引当金 △2,765 △1,732

流動資産合計 10,022,264 9,627,858

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,154,608 3,154,608

減価償却累計額 △2,357,864 △2,370,957

建物及び構築物（純額） 796,743 783,650

機械装置及び運搬具 1,322,413 1,343,453

減価償却累計額 △1,141,457 △1,154,335

機械装置及び運搬具（純額） 180,956 189,118

土地 3,154,695 3,154,695

その他 512,453 529,005

減価償却累計額 △386,919 △399,944

その他（純額） 125,533 129,060

有形固定資産合計 4,257,929 4,256,524

無形固定資産

ソフトウエア 1,000,728 955,692

ソフトウエア仮勘定 35,423 65,099

その他 13,765 13,767

無形固定資産合計 1,049,917 1,034,559

投資その他の資産

投資有価証券 1,863,972 1,758,756

繰延税金資産 308,856 368,217

その他 603,399 600,675

貸倒引当金 △9,440 △9,350

投資その他の資産合計 2,766,787 2,718,299

固定資産合計 8,074,634 8,009,383

資産合計 18,096,898 17,637,242
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,095,693 304,025

1年内返済予定の長期借入金 5,736 3,951

未払法人税等 493,967 617,048

未払費用 1,209,149 393,516

賞与引当金 － 279,785

役員賞与引当金 94,388 13,370

その他 859,747 853,139

流動負債合計 3,758,682 2,464,838

固定負債

長期借入金 13,042 12,208

役員退職慰労引当金 89,202 91,081

退職給付に係る負債 1,543,834 1,623,987

固定負債合計 1,646,078 1,727,277

負債合計 5,404,760 4,192,115

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 10,341,040 11,125,357

自己株式 △1,523,794 △1,523,970

株主資本合計 12,865,433 13,649,574

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 435,265 359,502

退職給付に係る調整累計額 △862,920 △829,261

その他の包括利益累計額合計 △427,655 △469,758

非支配株主持分 254,360 265,311

純資産合計 12,692,137 13,445,126

負債純資産合計 18,096,898 17,637,242
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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27年６月１日
　至 平成27年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成28年８月31日)

売上高 5,361,130 5,770,893

売上原価 2,836,620 3,036,835

売上総利益 2,524,510 2,734,058

販売費及び一般管理費

販売促進費 46,105 78,674

運賃及び荷造費 55,275 51,713

役員報酬 37,392 44,373

給料及び手当 422,215 397,736

賞与引当金繰入額 147,923 154,554

役員賞与引当金繰入額 7,495 13,370

退職給付費用 12,875 70,519

役員退職慰労引当金繰入額 3,175 1,879

福利厚生費 101,878 105,532

修繕維持費 14,282 15,112

租税公課 33,306 48,674

減価償却費 13,631 12,882

賃借料 27,867 27,596

その他 202,817 179,865

販売費及び一般管理費合計 1,126,244 1,202,485

営業利益 1,398,266 1,531,573

営業外収益

受取利息 417 121

受取配当金 21,983 20,301

その他 14,764 12,003

営業外収益合計 37,166 32,426

営業外費用

支払利息 218 166

その他 － 0

営業外費用合計 218 166

経常利益 1,435,213 1,563,833

特別利益

投資有価証券売却益 － 596

特別利益合計 － 596

特別損失

固定資産除却損 1,009 0

施設利用権評価損 － 1,075

特別損失合計 1,009 1,075

税金等調整前四半期純利益 1,434,204 1,563,355

法人税、住民税及び事業税 584,703 583,900

法人税等調整額 △86,240 △95,269

法人税等合計 498,463 488,631

四半期純利益 935,741 1,074,724

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（△）

△18,508 10,950

親会社株主に帰属する四半期純利益 954,249 1,063,773
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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６月１日
　至 平成27年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成28年８月31日)

四半期純利益 935,741 1,074,724

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △51,499 △75,762

退職給付に係る調整額 △33,685 33,659

その他の包括利益合計 △85,185 △42,103

四半期包括利益 850,555 1,032,621

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 869,064 1,021,670

非支配株主に係る四半期包括利益 △18,508 10,950
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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27年６月１日
　至 平成27年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成28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 1,434,204 1,563,355

減価償却費 135,668 128,877

引当金の増減額（△は減少） 241,518 199,524

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △3,630 128,669

受取利息及び受取配当金 △22,401 △20,423

支払利息 218 166

売上債権の増減額（△は増加） 900,029 1,035,662

たな卸資産の増減額（△は増加） 574,728 524,434

仕入債務の増減額（△は減少） △642,898 △791,668

未払費用の増減額（△は減少） △753,131 △815,632

その他 △126,390 30,456

小計 1,737,915 1,983,422

利息及び配当金の受取額 22,401 20,423

利息の支払額 △134 △85

法人税等の支払額 △57,718 △459,150

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,702,463 1,544,609

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 △7,534 △39,920

無形固定資産の取得による支出 △77,294 △84,555

投資有価証券の取得による支出 △1,682 △11,217

投資有価証券の売却による収入 － 1,248

投資事業組合への出資による支出 △45,000 －

投資事業組合からの分配による収入 12,500 7,062

その他 △1,762 △2,230

投資活動によるキャッシュ・フロー △120,773 △129,612

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 △2,619

配当金の支払額 △274,999 △265,348

自己株式の取得による支出 △201 △176

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,819 △268,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,303,871 1,146,853

現金及び現金同等物の期首残高 5,073,333 6,178,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,377,204 7,324,938
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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１四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
至 平成27年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
至 平成28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 2,115,773 39.4 2,004,549 34.7 △111,224 △5.3

会社法関連 1,065,374 19.9 1,182,372 20.5 116,998 11.0

ＩＲ関連 1,640,379 30.6 1,768,059 30.7 127,680 7.8

その他 539,603 10.1 815,911 14.1 276,308 51.2

合計 5,361,130 100.0 5,770,893 100.0 409,762 7.6

(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１四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
至 平成27年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
至 平成28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 1,741,945 864,882 1,305,287 738,123 △436,658 △126,759

会社法関連 367,535 152,438 406,047 164,917 38,512 12,479

ＩＲ関連 796,997 278,379 838,467 373,218 41,469 94,839

その他 266,442 358,380 473,826 230,446 207,383 △127,933

合計 3,172,921 1,654,081 3,023,629 1,506,707 △149,292 △147,373

(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１四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
至 平成27年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
至 平成28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 2,115,773 39.4 2,004,549 34.7 △111,224 △5.3

会社法関連 1,065,374 19.9 1,182,372 20.5 116,998 11.0

ＩＲ関連 1,640,379 30.6 1,768,059 30.7 127,680 7.8

その他 539,603 10.1 815,911 14.1 276,308 51.2

合計 5,361,130 100.0 5,770,893 100.0 409,762 7.6

(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。

決算短信（宝印刷） 2016年09月30日 09時08分 13ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）


