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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31年４月１日から令和元年９月30日まで）における世界経済は、貿易摩擦の激

化や地政学的リスクの高まり等によって減速感が強まり、先行き不透明な状況で推移しました。 

 一方、国内経済におきましては、減速する世界経済の影響により外需に弱めの動きが見られるものの、公共

投資や企業の設備投資は底堅く、労働需給の引き締まりも高まるなかで緩やかな拡大基調で推移しました。ま

た、当社の経営成績に影響を与える建築動向も、引き続き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「研創働き方改革」の

推進 ④「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

を推進しました。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は27億55百万円（前年同期比5.9％増）、営業利益は０百万

円（前年同期は57百万円の営業利益）、経常損失は１百万円（前年同期は67百万円の経常利益）、四半期純損

失は14百万円（前年同期は15百万円の四半期純利益）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経営成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、セグメントごとの経営成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22億93百万円となり、前事業年度末に比べ５億60百万円減少い

たしました。これは主に売上債権が４億62百万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32億７百万円と、前事業年度末に比べ１億５百万円増加いたしました。これは設備投資により有形固

定資産その他が79百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、総資産は55億円となり、前事業年度末に比べ４億54百万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25億44百万円となり、前事業年度末に比べ４億91百万円減少い

たしました。これは主に仕入債務が５億21百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は７億

69百万円となり、前事業年度末に比べ88百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が90百万円増加した

ことによるものであります。 

 この結果、負債合計は33億13百万円となり、前事業年度末に比べ４億２百万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21億86百万円となり、前事業年度末に比べ51百万円減少いた

しました。これは主に配当金37百万円を支出したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は39.8％（前事業年度末は37.6％）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 

  令和元年５月10日に公表しました通期業績予想に変更はありません。

 

- 2 -

㈱研創　（7939）
令和２年３月期　第２四半期決算短信



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31年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(令和元年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 489,628 432,781 

受取手形及び売掛金 1,904,768 1,477,051 

電子記録債権 137,838 102,597 

商品及び製品 37,292 42,883 

仕掛品 88,152 83,743 

原材料及び貯蔵品 112,122 130,922 

その他 84,967 24,004 

貸倒引当金 △1,005 △695 

流動資産合計 2,853,764 2,293,290 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 677,391 818,643 

土地 1,432,420 1,680,159 

その他（純額） 163,401 242,930 

有形固定資産合計 2,273,212 2,741,732 

無形固定資産 27,635 29,824 

投資その他の資産    

投資有価証券 31,182 30,460 

投資不動産（純額） 382,114 － 

その他 388,420 407,379 

貸倒引当金 △1,035 △2,290 

投資その他の資産合計 800,681 435,549 

固定資産合計 3,101,529 3,207,106 

資産合計 5,955,294 5,500,397 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

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

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,746,808 1,225,395 

短期借入金 778,462 988,528 

未払法人税等 53,080 14,249 

賞与引当金 93,697 103,528 

その他 363,494 212,839 

流動負債合計 3,035,542 2,544,540 

固定負債    

長期借入金 280,300 371,108 

退職給付引当金 126,134 134,164 

役員退職慰労引当金 273,150 262,350 

資産除去債務 1,631 1,643 

固定負債合計 681,215 769,266 

負債合計 3,716,758 3,313,806 

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 1,407,055 1,355,612 

自己株式 △106,770 △106,770 

株主資本合計 2,229,956 2,178,513 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 8,579 8,077 

評価・換算差額等合計 8,579 8,077 

純資産合計 2,238,535 2,186,590 

負債純資産合計 5,955,294 5,500,397 
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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30年４月１日 

 至 平成30年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成31年４月１日 
 至 令和元年９月30日) 

売上高 2,602,852 2,755,331 

売上原価 1,815,808 1,970,549 

売上総利益 787,044 784,781 

販売費及び一般管理費 729,706 784,779 

営業利益 57,337 1 

営業外収益    

受取利息 642 388 

受取配当金 820 835 

受取地代家賃 17,401 975 

助成金収入 3,420 － 

その他 1,458 1,149 

営業外収益合計 23,742 3,348 

営業外費用    

支払利息 2,531 1,745 

債権保全利息 3,438 3,138 

不動産賃貸費用 6,942 － 

その他 360 372 

営業外費用合計 13,273 5,255 

経常利益又は経常損失（△） 67,807 △1,906 

特別損失    

固定資産除却損 0 0 

災害による損失 35,445 － 

特別損失合計 35,445 0 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 32,361 △1,906 

法人税、住民税及び事業税 3,358 2,727 

法人税等調整額 13,712 9,563 

法人税等合計 17,071 12,291 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,290 △14,197 
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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30年４月１日 

 至 平成30年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成31年４月１日 
 至 令和元年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又は税引前四半期純損失

（△） 
32,361 △1,906 

減価償却費 53,939 66,288 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 189 943 

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,119 9,831 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △833 8,030 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △10,800 

受取利息及び受取配当金 △1,462 △1,223 

支払利息 2,531 1,745 

固定資産除却損 0 0 

災害損失 35,445 － 

売上債権の増減額（△は増加） 413,159 462,957 

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,862 △19,982 

仕入債務の増減額（△は減少） △268,253 △521,412 

その他の資産の増減額（△は増加） 6,141 △2,666 

その他の負債の増減額（△は減少） △94,978 △168,454 

小計 192,221 △176,650 

利息及び配当金の受取額 1,462 1,223 

利息の支払額 △2,591 △2,055 

法人税等の支払額 △76,699 △39,796 

補助金の受取額 － 61,344 

災害損失の支払額 △25,451 △378 

営業活動によるキャッシュ・フロー 88,941 △156,313 

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 △39,000 

定期預金の払戻による収入 49,000 39,000 

有形固定資産の取得による支出 △29,589 △129,475 

無形固定資産の取得による支出 - △8,446 

敷金・保証金等の増減額（△は増加） △29,011 △29,574 

貸付けによる支出 △1,470 △1,690 

貸付金の回収による収入 6,798 5,537 

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,273 △163,648 

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） △100,000 190,000 

長期借入れによる収入 400,000 276,000 

長期借入金の返済による支出 △158,760 △165,126 

配当金の支払額 △54,787 △37,759 

財務活動によるキャッシュ・フロー 86,452 263,114 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 122,121 △56,846 

現金及び現金同等物の期首残高 173,353 357,628 

現金及び現金同等物の四半期末残高 295,475 300,781 
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（追加情報）

（資産の保有目的の変更） 

 第１四半期会計期間において、保有目的の変更により、投資不動産（純額）382,114千円を有形固定資産に振り

替えております。 

 

（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。
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