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(百万円未満切捨て)

１．2021年８月期第１四半期の業績（2020年８月21日～2020年11月20日）
（１）経営成績(累計) (％表示は対前年同四半期増減率、小数点第二位四捨五入)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年８月期第１四半期 1,848 △0.6 △65 ― △64 ― △47 ―

2020年８月期第１四半期 1,859 6.5 △95 ― △93 ― △66 ―
　

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

2021年８月期第１四半期 △7.87 ―

2020年８月期第１四半期 △11.10 ―

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年８月期第１四半期 7,345 4,784 65.1 797.46

2020年８月期 7,182 4,872 67.8 812.05

(参考)自己資本 2021年８月期第１四半期 4,784 百万円 2020年８月期 4,872 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

2020年８月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00

2021年８月期 ―

2021年８月期(予想) 6.00 ― 6.00 12.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2021年８月期の業績予想（2020年８月21日～2021年８月20日）

(％表示は対前期増減率、小数点第二位四捨五入)

売上高 営業利益 経常利益 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 7,780 0.6 144 △31.0 156 △28.5 101 △27.6 16.83

(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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

（３）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) 2021年８月期１Ｑ 6,000,000株 2020年８月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 2021年８月期１Ｑ 366株 2020年８月期 366株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年８月期１Ｑ 5,999,634株 2020年８月期１Ｑ 5,999,634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意事項等については、添付資料2ページ「１．当四半期決算に関する定性的

情報 （３）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１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に対する各種政策の効果もあり、

持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります。今後も国内外の新型コロナウイルス感染症

の動向、国内景気への影響など、先行き不透明な状況が続いており、予断を許さない状況にあります。

　印刷業界におきましては、依然としてWeb化等による印刷需要の減少が続くなか、競争激化による受注価格下落

の影響が顕著化するなど、引き続き厳しい状況が続いております。

　このような状況のもと、当社は引続き最新鋭の印刷機等設備導入により生産体制の強化を図るとともに、ＤＰ

（データプリント）サービスの製品開発やサービスの充実、販売マネジメントの強化による創注や原価構造改善に

積極的に取り組んでまいりました。

　この結果、当第１四半期累計期間の売上高は18億48百万円（前年同四半期比11百万円減、同0.6％減）となりま

した。利益面については、営業損失は65百万円（前年同四半期は95百万円の営業損失）、経常損失は64百万円（前

年同四半期は93百万円の経常損失）、四半期純損失は47百万円（前年同四半期は66百万円の四半期純損失）となり

ました。

　

　品目別売上高につきましては、以下のとおりであります。

前第１四半期累計期間
（自 2019年８月21日
　至 2019年11月20日）

当第１四半期累計期間
（自 2020年８月21日
　至 2020年11月20日）

売上金額（千円） 売上金額（千円） 前年同期比

ＢＦ複合サービス 266,682 190,353 71.4%

企画商印サービス 79,181 82,666 104.4%

ＩＰＤＰサービス 494,245 417,200 84.4%

ＤＭＤＰサービス 1,019,696 1,158,155 113.6%

合 計 1,859,806 1,848,376 99.4%

（２）財政状態に関する説明

（資産）

資産合計は、前事業年度末と比べ１億62百万円増加し、73億45百万円となりました。主な要因は、固定資産の有

形固定資産に含まれる機械及び装置（純額）が65百万円、リース資産（純額）が43百万円減少したものの、流動資

産の現金及び預金が32百万円、受取手形及び売掛金が45百万、電子記録債権が81百万、流動資産のその他に含まれ

る立替金が31百万増加したことによるものです。

（負債）

負債合計は、前事業年度末と比べ２億50百万円増加し、25億61百万円となりました。主な要因は、流動負債のそ

の他に含まれる未払金が83百万円、賞与引当金が92百万円減少したものの、流動負債の短期借入金に含まれる当座

借越が１億20万円、流動負債のその他に含まれる未払費用が３億14百万円増加したことによるものです。

（純資産）

純資産合計は、前事業年度末と比べ87百万円減少し、47億84百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が83

百万円減少したことによるものです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 当第１四半期累計期間において、経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
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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
(2020年８月20日)

当第１四半期会計期間
(2020年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 969,145 1,001,303

受取手形及び売掛金 964,007 1,009,393

電子記録債権 254,084 335,539

製品 99,446 101,057

仕掛品 139,800 164,117

原材料及び貯蔵品 81,313 78,672

未収還付法人税等 3,104 3,104

その他 37,426 68,189

貸倒引当金 △442 △488

流動資産合計 2,547,886 2,760,889

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,228,256 1,236,767

機械及び装置（純額） 1,304,479 1,238,534

土地 965,106 965,106

リース資産（純額） 494,009 450,531

その他（純額） 137,680 138,802

有形固定資産合計 4,129,531 4,029,742

無形固定資産 196,498 184,799

投資その他の資産 308,884 370,298

固定資産合計 4,634,914 4,584,840

資産合計 7,182,800 7,345,729
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年８月20日)

当第１四半期会計期間
(2020年11月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 295,665 300,209

短期借入金 340,040 460,040

リース債務 212,014 197,275

未払法人税等 15,219 55,615

賞与引当金 92,359 ―

役員賞与引当金 11,000 2,748

その他 560,743 786,191

流動負債合計 1,527,042 1,802,079

固定負債

長期借入金 234,870 229,860

リース債務 339,341 305,988

退職給付引当金 154,953 168,745

資産除去債務 13,895 13,895

その他 40,685 40,685

固定負債合計 783,745 759,173

負債合計 2,310,787 2,561,253

純資産の部

株主資本

資本金 460,000 460,000

資本剰余金 285,200 285,200

利益剰余金 4,074,844 3,991,647

自己株式 △113 △113

株主資本合計 4,819,931 4,736,734

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 52,082 47,742

評価・換算差額等合計 52,082 47,742

純資産合計 4,872,013 4,784,476

負債純資産合計 7,182,800 7,345,729
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2019年８月21日
　至 2019年11月20日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年８月21日
　至 2020年11月20日)

売上高 1,859,806 1,848,376

売上原価 1,578,733 1,559,855

売上総利益 281,072 288,520

販売費及び一般管理費 376,920 354,411

営業損失（△） △95,848 △65,890

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 215 225

作業くず売却益 2,986 2,367

その他 1,548 1,809

営業外収益合計 4,752 4,402

営業外費用

支払利息 2,517 2,859

その他 8 ―

営業外費用合計 2,525 2,859

経常損失（△） △93,620 △64,346

特別損失

固定資産除却損 0 671

特別損失合計 0 671

税引前四半期純損失（△） △93,620 △65,018

法人税、住民税及び事業税 36,500 47,800

法人税等調整額 △63,503 △65,618

法人税等合計 △27,003 △17,818

四半期純損失（△） △66,617 △47,199
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（３）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）

　該当事項はありません。

　


