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(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第２四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年９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 ％

31年３月期第２四半期 16,777 7.3 598 83.7 571 281.4 △165 －

30年３月期第２四半期 15,633 △3.2 325 △63.2 149 △76.9 △438 －
(注) 包括利益 31年３月期第２四半期 350百万円( 442.3％) 30年３月期第２四半期 64百万円( 216.6％)
　

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

31年３月期第２四半期 △6.66 －

30年３月期第２四半期 △17.61 －
　

　

（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 ％

31年３月期第２四半期 77,753 46,671 35.7

30年３月期 79,637 46,633 34.9
(参考) 自己資本 31年３月期第２四半期 27,765百万円 30年３月期 27,760百万円
　
　
　

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

30年３月期 － 0.00 － 3.00 3.00

31年３月期 － 0.00

31年３月期(予想) － 3.00 3.00

(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31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31年３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 37,000 1.5 2,500 14.6 2,200 33.4 550 △83.2 22.08
(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 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ：無
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

（注）詳細は、添付資料７ページ「（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。
　

（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) 31年３月期２Ｑ 24,922,600株 30年３月期 24,922,600株

② 期末自己株式数 31年３月期２Ｑ 9,061株 30年３月期 8,851株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期２Ｑ 24,913,677株 30年３月期２Ｑ 24,913,791株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。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
件及び業績予想に関する注意事項等につきましては、添付資料２ページの「連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢により緩やかな回復基調にあるものの、

貿易摩擦や自然災害の増加等、先行き不透明な状況が続いております。印刷業界においては、印刷需要等の減少

により依然として厳しい状況下にあります。

このような状況のもと、当社グループは、積極的な営業活動を展開するとともに、事業活動全般にわたる効率

化及び合理化を推進し、業績の向上に努めてまいりました。当第２四半期連結累計期間の連結売上高は167億77百

万円(前年同四半期比7.3％増)、連結営業利益は５億98百万円(同83.7％増)、連結経常利益は５億71百万円(同

281.4％増)、親会社株主に帰属する四半期純損失１億65百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損

失４億38百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて18億84百万円減少しておりま

す。主な要因は、「流動資産」が10億66百万円減少したことと、「固定資産」が8億2百万円減少したこと等によ

るものであります。

(負債)

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて19億22百万円減少しておりま

す。主な要因は、「流動負債」が11億99百万円増加したものの、「固定負債」が31億20百万円減少したこと等に

よるものであります。

(純資産)

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて38百万円増加しております。

主な要因は、「その他有価証券評価差額金」が2億64百万円増加したものの、親会社株主に帰属する四半期純損失

1億65百万円計上したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は35.7％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想は現時点において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想

数値と異なる可能性があります。

なお、業績予想につきましては、平成30年5月15日公表時から変更しておりません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,294 14,702

受取手形及び売掛金 7,040 5,273

商品及び製品 492 449

仕掛品 660 802

原材料及び貯蔵品 44 192

その他 906 951

貸倒引当金 △61 △61

流動資産合計 23,376 22,310

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 18,546 18,278

機械装置及び運搬具（純額） 5,062 4,949

土地 15,635 15,669

工具、器具及び備品（純額） 3,380 3,033

その他（純額） 1,046 924

有形固定資産合計 43,672 42,856

無形固定資産 1,052 943

投資その他の資産

投資有価証券 6,744 7,109

その他 4,814 4,571

貸倒引当金 △99 △97

投資その他の資産合計 11,459 11,583

固定資産合計 56,184 55,382

繰延資産 76 59

資産合計 79,637 77,753

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,520 1,811

短期借入金 650 2,700

1年内返済予定の長期借入金 3,853 3,863

1年内償還予定の社債 1,360 1,510

未払法人税等 435 454

賞与引当金 325 326

返品調整引当金 24 35

その他 3,369 3,035

流動負債合計 12,537 13,736
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

固定負債

社債 2,800 1,920

長期借入金 12,193 10,257

繰延税金負債 1,927 1,995

再評価に係る繰延税金負債 228 228

役員退職慰労引当金 183 16

退職給付に係る負債 31 33

その他 3,101 2,894

固定負債合計 20,465 17,345

負債合計 33,003 31,081

純資産の部

株主資本

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 206 206

利益剰余金 26,206 25,965

自己株式 △5 △5

株主資本合計 27,407 27,166

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,612 1,876

土地再評価差額金 △1,195 △1,195

為替換算調整勘定 △63 △82

その他の包括利益累計額合計 353 598

非支配株主持分 18,873 18,906

純資産合計 46,633 46,671

負債純資産合計 79,637 77,753
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

売上高 15,633 16,777

売上原価 11,212 12,087

売上総利益 4,420 4,690

販売費及び一般管理費 4,095 4,092

営業利益 325 598

営業外収益

受取利息 15 2

受取配当金 50 49

受取賃貸料 50 50

作業くず売却益 41 39

その他 31 40

営業外収益合計 188 181

営業外費用

支払利息 118 96

持分法による投資損失 79 －

賃貸費用 59 50

その他 106 60

営業外費用合計 364 208

経常利益 149 571

特別利益

投資有価証券売却益 38 －

特別利益合計 38 －

特別損失

固定資産売却損 2 57

固定資産除却損 19 22

その他 8 0

特別損失合計 30 80

税金等調整前四半期純利益 157 491

法人税等 339 378

四半期純利益又は四半期純損失（△） △182 112

非支配株主に帰属する四半期純利益 256 278

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △438 △165
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

四半期純利益又は四半期純損失（△） △182 112

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 268 261

為替換算調整勘定 △28 △26

持分法適用会社に対する持分相当額 7 2

その他の包括利益合計 246 237

四半期包括利益 64 350

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △183 79

非支配株主に係る四半期包括利益 248 271
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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）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固

定負債の区分に表示しております。
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