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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019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 ％

2020年３月期第２四半期 3,544 32.4 323 65.9 287 △19.2 181 △19.9
2019年３月期第２四半期 2,677 4.2 194 △12.3 356 41.4 226 36.8

(注)包括利益 2020年３月期第２四半期 144百万円 (△38.1％) 2019年３月期第２四半期 233 百万円 (34.3％)

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

2020年３月期第２四半期 34.56 ―

2019年３月期第２四半期 43.13 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 一株あたり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2020年３月期第２四半期 8,291 5,835 70.4 1,108.83
2019年３月期 8,105 5,795 71.5 1,101.18

(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 5,835百万円 2019年３月期 5,795百万円

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

2019年３月期 ― 0.00 ― 20 00 20 00

2020年３月期 ― 0.00

2020年３月期(予想) ― 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

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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 5,900 △0.6 500 △6.0 520 △22.0 410 △11.4 77 91

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

   



※ 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) 2020年３月期２Ｑ 5,523,592株 2019年３月期 5,523,592株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 260,802株 2019年３月期 260,802株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 5,262,790株 2019年３月期２Ｑ 5,262,791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、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記事項等については、（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想情報に関する説明」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

第２四半期連結累計期間につきましては、当社の主要な輸出品の納入先であります米国の経済が、順調に推

移したことに伴い、輸出売上は前年同四半期を上回りました。また、国内においては、８月の九州北部豪雨や

９月の台風15号による都心部直撃に伴う交通機関の麻痺、房総地域の大規模停電を含む災害に見舞われました

が、人手不足への対応やキャッシュレス政策、消費増税によるサービス業や小売業における、軽減税率対策補

助金に関連した決済端末やＰＯＳレジ入替に伴う設備投資の増加基調が引き続き堅調に推移したことや、ミニ

プリンタ関連の用途提案営業の強化により、幅広く医療や産業機器向けの製品販売の裾野を開拓し、大幅な増

収基調となりました。この結果、売上高は35億44百万円となり、前年同四半期と比べ８億67百万円（32.4％）

の増加となりました。

なお、商品群別業績は次のとおりであります。

当第２四半期連結累計期間における商品群別売上高は、ミニプリンタメカニズムは83百万円（前年同四半期

と比べ９百万円（10.4％）の減少）、ケース入りミニプリンタは19億92百万円（前年同四半期と比べ３億42百

万円（20.8％）の増加）、ミニプリンタ関連商品は６億４百万円（前年同四半期と比べ２億54百万円(72.5％）

の増加）、消耗品は２億44百万円（前年同四半期と比べ５百万円(2.5％）の増加）、大型プリンタは62百万円

（前年同四半期と比べ12百万円（26.0％）の増加）、その他は５億57百万円（前年同四半期と比べ２億61百万

円（88.1％）増加）となりました。

売上総利益は９億８百万円となり、前年同四半期と比べ１億52百万円（20.2％）の増加となりました。

販売費及び一般管理費は、売上増に伴う販売諸経費の増加もありましたが、経費節減に努力し、５億85百万

円と前年同四半期と比べ24百万円（4.4％）の増加となりました。

営業利益は３億23百万円となり、前年同四半期と比べ１億28百万円（65.9％）の増加となりました。

経常利益は２億87百万円(前年同四半期と比べ68百万円(19.2％)の減少)となりました。これは主として保有

外貨を期末日円建換算した結果、前年同四半期の為替差益１億38百万円に対し、当第２四半期連結累計期間で

は為替差損46百万円と、為替が円高に転換したことによります。

税金等調整前四半期純利益は２億87百万円（前年同四半期と比べ70百万円（19.7％）の減少）となりまし

た。これは主として固定資産除却損１百万円の計上によるものであり、税効果会計適用後の法人税等負担額は

１億５百万円（前年同四半期と比べ25百万円(19.3％)の減少）となりました。その結果、当第２四半期連結累

計期間における親会社株主に帰属する四半期純利益は１億81百万円（前年同四半期と比べ45百万円（19.9％）

の減少）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.2％増加し、62億96百万円となりました。主な要因は、前連結会計

年度末に比較し、現金及び預金が１億１百万円、商品及び製品が46百万円、原材料及び貯蔵品が30百万円それ

ぞれ増加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0.4％減少し、19億94百万円となりました。主な要因は、有形固定資

産の工具、器具及び備品が12百万円、同じくリース資産が10百万円増加し、投資有価証券が37百万円減少した

ことによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.3％増加し、82億91百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.7％増加し、20億24百万円となりました。主な要因は支払手形及び

買掛金が１億60百万円増加し、未払法人税等が27百万円減少したことによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて9.1％増加し、４億31百万円となりました。主な要因は、役員退職慰

労引当金が11百万円、退職給付に係る負債が18百万円増加したことによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて6.3％増加し、24億55百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.7％増加し、58億35百万円となりました。主な要因は親会社株主

に帰属する四半期純利益１億81百万円の計上、剰余金の配当１億５百万円による、利益剰余金の増加77百万円

です。１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて７円65銭増加し、1,108円83銭となり、自己資本比率

は、前連結会計年度末より1.1％減少し70.4％となりました。
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② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期に比べ

２億79百万円減少、前連結会計年度に比べ３億99百万円減少し16億８百万円となりました。当第２四半期連結

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)

営業活動によって得られた資金は、３億20百万円（前年同四半期は１億18百万円）となりました。主な内訳

は、税金等調整前四半期純利益２億87百万円、為替差損45百万円、たな卸資産の増加76百万円、仕入債務の増

加１億60百万円、法人税等の支払額１億40百万円となっております。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によって支出した資金は、５億53百万円（前年同四半期は収入５億46百万円）となりました。これ

は主として定期預金の預入による支出18億72百万円に対し、定期預金の払戻しによる収入が13億55百万円であ

ったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により支出した資金は１億36百万円（前年同四半期は１億34百万円）であり、これは主として配当

金の支払による支出１億５百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当事業年度の連結業績予想につきましては、2019年３月期決算短信（2019年５月14日開示）により公表いた

しました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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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：千円)

前連結会計年度
(平成31年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和元年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,864,678 3,966,259

受取手形及び売掛金 1,619,404 1,645,731

有価証券 110,134 107,792

商品及び製品 322,787 369,089

原材料及び貯蔵品 168,510 198,511

その他 18,416 10,787

貸倒引当金 △1,781 △1,648

流動資産合計 6,102,150 6,296,524

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 236,133 239,977

機械装置及び運搬具（純額） 16,077 16,196

工具、器具及び備品（純額） 8,174 21,023

土地 971,334 971,334

リース資産（純額） 125,674 136,125

有形固定資産合計 1,357,394 1,384,657

無形固定資産

リース資産 3,502 990

その他 13,724 12,955

無形固定資産合計 17,227 13,946

投資その他の資産

投資有価証券 493,579 455,887

繰延税金資産 121,140 129,433

その他 14,864 16,580

貸倒引当金 △802 △5,733

投資その他の資産合計 628,781 596,167

固定資産合計 2,003,403 1,994,771

資産合計 8,105,553 8,291,295
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成31年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(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 1,559,317 1,720,300

未払法人税等 148,569 121,295

賞与引当金 47,928 49,379

その他 159,242 133,591

流動負債合計 1,915,057 2,024,566

固定負債

役員退職慰労引当金 159,976 171,336

退職給付に係る負債 193,340 211,715

その他 41,876 48,117

固定負債合計 395,192 431,169

負債合計 2,310,250 2,455,735

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 5,277,851 5,355,761

自己株式 △158,900 △158,900

株主資本合計 5,796,044 5,873,954

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △741 △38,394

その他の包括利益累計額合計 △741 △38,394

純資産合計 5,795,302 5,835,560

負債純資産合計 8,105,553 8,291,295
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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：千円)
前第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)

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

売上高 2,677,044 3,544,560

売上原価 1,921,040 2,635,695

売上総利益 756,004 908,865

販売費及び一般管理費 561,215 585,797

営業利益 194,789 323,067

営業外収益

受取利息 11,616 6,832

受取配当金 11,457 10,661

為替差益 138,712 -

その他 1,235 560

営業外収益合計 163,021 18,054

営業外費用

支払利息 1,563 1,576

為替差損 - 46,115

その他 20 5,447

営業外費用合計 1,583 53,139

経常利益 356,227 287,982

特別利益

固定資産売却益 1,221 330

特別利益合計 1,221 330

特別損失

固定資産除却損 - 1,157

特別損失合計 - 1,157

税金等調整前四半期純利益 357,448 287,154

法人税、住民税及び事業税 113,201 113,541

法人税等調整額 17,266 △8,292

法人税等合計 130,468 105,248

四半期純利益 226,980 181,905

親会社株主に帰属する四半期純利益 226,980 181,905
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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：千円)
前第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)

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

四半期純利益 226,980 181,905

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,212 △37,653

その他の包括利益合計 6,212 △37,653

四半期包括利益 233,193 144,252

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 233,193 144,252

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30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 357,448 287,154

減価償却費 38,922 42,265

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 14,427 18,375

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,533 11,360

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,539 1,451

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,144 4,797

受取利息及び受取配当金 △23,073 △17,494

為替差損益（△は益） △137,635 45,170

売上債権の増減額（△は増加） 21,197 △26,327

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,546 △76,303

仕入債務の増減額（△は減少） △87,725 160,983

有価証券評価損益（△は益） - 2,341

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,152 △10,765

その他 28,841 2,428

小計 183,159 445,439

利息及び配当金の受取額 20,827 17,163

利息の支払額 △1,537 △1,529

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △84,401 △140,816

営業活動によるキャッシュ・フロー 118,048 320,256

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 △1,644,422 △1,872,248

定期預金の払戻による収入 2,069,403 1,355,427

有形固定資産の取得による支出 △20,115 △30,445

有価証券の償還による収入 112,535 -

投資有価証券の取得による支出 △116,597 -

投資有価証券の売却による収入 145,116 -

その他 675 △6,681

投資活動によるキャッシュ・フロー 546,595 △553,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △105,220 △105,272

その他 △29,749 △31,105

財務活動によるキャッシュ・フロー △134,970 △136,377

現金及び現金同等物に係る換算差額 50,019 △29,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 579,693 △399,568

現金及び現金同等物の期首残高 1,307,825 2,007,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,887,519 1,608,400
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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）

該当事項はありません。

   


