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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２四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）における世界経済は、新興国の一部

に下振れリスクを残すものの、全体として緩やかな成長が続きました。

一方、国内経済は、企業収益や雇用・所得環境の着実な改善を背景に、緩やかな景気回復が続きました。ま

た、当社業績に影響を与える建築動向は、民間非住宅建築投資等の伸び率は鈍化しているものの、依然として堅

調に推移しました。

このような経済状況のもと、当社は ①製品品質の向上  ②生産性・利益率の向上 ③「常に学び 研究し 創

造する人材」の育成 といった重点推進課題を掲げ、課題解決に向けた取り組みを推進いたしました。こうした

取り組みの結果、当第２四半期累計期間の売上高は25億50百万円（前年同期比9.3％増）、営業利益は83百万円

（前年同期比56.2％増）、経常利益は89百万円（前年同期比57.2％増）、四半期純利益は56百万円（前年同期比

60.0％増）となりました。

なお、当社が手がけるサイン製品の需要は下半期に偏る一方で、固定費はほぼ恒常的に発生するため、当社

は利益が下半期に偏るなど業績に季節的な変動があります。 

また、当社はサイン製品事業の単一セグメントであるため、セグメントの業績については記載を省略してお

ります。

 

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における流動資産は21億47百万円となり、前事業年度末に比べ２億36百万円減少いた

しました。これは主に売上債権が２億46百万円減少したことによるものであります。また、固定資産につきまし

ては31億２百万円と、前事業年度末に比べ９百万円の減少とほぼ横ばいでありました。 

 この結果、総資産は52億49百万円となり、前事業年度末に比べ２億45百万円減少いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における流動負債は27億25百万円となり、前事業年度末に比べ55百万円減少いたしま

した。これは主に短期借入金が１億58百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は６億22百万

円となり、前事業年度末に比べ１億60百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が１億58百万円減少した

ことによるものであります。 

 この結果、負債合計は33億47百万円となり、前事業年度末に比べ２億15百万円減少いたしました。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は19億１百万円となり、前事業年度末に比べ30百万円減少いたし

ました。これは主に自己株式の取得48百万円が生じたことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は36.2％（前事業年度末は35.2％）となりました。 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 業績予想につきましては、平成29年５月11日に公表しました「平成29年３月期決算短信」から変更はありませ

ん。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成29年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成29年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 267,560 260,932 

受取手形及び売掛金 1,763,207 1,525,192 

電子記録債権 84,115 75,139 

商品及び製品 34,124 41,879 

仕掛品 57,928 88,168 

原材料及び貯蔵品 102,325 98,255 

その他 74,705 58,602 

貸倒引当金 △803 △1,053 

流動資産合計 2,383,162 2,147,115 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 676,788 659,701 

土地 1,432,420 1,432,420 

その他（純額） 238,276 226,603 

有形固定資産合計 2,347,486 2,318,725 

無形固定資産 39,255 38,681 

投資その他の資産    

投資有価証券 38,433 37,840 

投資不動産（純額） 400,737 396,042 

その他 288,315 313,004 

貸倒引当金 △1,553 △1,493 

投資その他の資産合計 725,932 745,393 

固定資産合計 3,112,673 3,102,799 

資産合計 5,495,836 5,249,915 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成29年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成29年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,256,125 1,371,889 

短期借入金 1,145,425 987,132 

未払法人税等 45,555 33,011 

賞与引当金 80,539 85,411 

その他 252,560 247,684 

流動負債合計 2,780,206 2,725,130 

固定負債    

長期借入金 369,360 210,600 

退職給付引当金 124,288 122,494 

役員退職慰労引当金 273,150 273,150 

資産除去債務 1,585 1,597 

その他 15,000 15,000 

固定負債合計 783,383 622,841 

負債合計 3,563,590 3,347,971 

純資産の部    

株主資本    

資本金 664,740 664,740 

資本剰余金 264,930 264,930 

利益剰余金 1,047,726 1,065,837 

自己株式 △58,770 △106,770 

株主資本合計 1,918,627 1,888,737 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 13,618 13,206 

評価・換算差額等合計 13,618 13,206 

純資産合計 1,932,246 1,901,944 

負債純資産合計 5,495,836 5,249,915 
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（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年９月30日) 

売上高 2,334,656 2,550,850 

売上原価 1,613,895 1,776,921 

売上総利益 720,760 773,929 

販売費及び一般管理費 667,496 690,721 

営業利益 53,264 83,208 

営業外収益    

受取利息 788 668 

受取配当金 1,177 736 

受取地代家賃 10,912 9,112 

助成金収入 7,506 7,400 

その他 6,086 3,558 

営業外収益合計 26,471 21,476 

営業外費用    

支払利息 6,276 3,845 

債権保全利息 4,210 3,796 

不動産賃貸費用 7,057 7,094 

その他 5,163 297 

営業外費用合計 22,708 15,033 

経常利益 57,027 89,650 

特別利益    

固定資産売却益 － 358 

特別利益合計 － 358 

特別損失    

固定資産除却損 48 1,384 

特別損失合計 48 1,384 

税引前四半期純利益 56,978 88,624 

法人税、住民税及び事業税 11,363 22,033 

法人税等調整額 10,275 10,034 

法人税等合計 21,638 32,068 

四半期純利益 35,340 56,556 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純利益 56,978 88,624 

減価償却費 67,420 56,485 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △210 189 

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,329 4,872 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,502 △1,794 

受取利息及び受取配当金 △1,965 △1,404 

支払利息 6,276 3,845 

固定資産除却損 48 1,384 

固定資産売却損益（△は益） － △358 

売上債権の増減額（△は増加） 552,931 246,991 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,695 △33,925 

仕入債務の増減額（△は減少） △291,529 115,764 

その他の資産の増減額（△は増加） △12,605 6,689 

その他の負債の増減額（△は減少） △84,082 △17,602 

小計 304,399 469,763 

利息及び配当金の受取額 1,965 1,404 

利息の支払額 △6,007 △3,366 

法人税等の支払額 △76,932 △32,147 

営業活動によるキャッシュ・フロー 223,425 435,653 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △49,000 △49,000 

定期預金の払戻による収入 49,000 49,000 

有形固定資産の取得による支出 △46,179 △12,259 

有形固定資産の売却による収入 － 750 

無形固定資産の取得による支出 △2,140 △2,010 

敷金・保証金等の増減額（△は増加） △12,306 △29,711 

貸付けによる支出 △3,660 △800 

貸付金の回収による収入 6,488 4,926 

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,798 △39,104 

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） 180,000 △150,000 

長期借入れによる収入 200,000 － 

長期借入金の返済による支出 △468,122 △167,053 

自己株式の取得による支出 △23,350 △48,000 

配当金の支払額 △39,490 △38,124 

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,962 △403,177 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,664 △6,627 

現金及び現金同等物の期首残高 126,096 161,560 

現金及び現金同等物の四半期末残高 140,761 154,932 
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（４）四半期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）

自己株式の取得

 当社は平成29年５月19日開催の取締役会における自己株式の取得に関する決議に基づき、自己株式120,000株の

取得を行いました。この結果、当第２四半期累計期間において自己株式が48百万円増加し、当第２四半期会計期間

末において自己株式が１億６百万円となっております。

 

（四半期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。 

 

（会計方針の変更）

  該当事項はありません。 

 

（会計上の見積りの変更）

   該当事項はありません。
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