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(百万円未満切捨て)

１．2020年８月期第２四半期の業績（2019年８月21日～2020年２月20日）
（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年８月期第２四半期 3,752 6.7 21 △28.0 25 △27.5 12 △46.1

2019年８月期第２四半期 3,515 4.1 29 △69.3 35 △63.8 23 △62.1
　

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８月期第２四半期 2.16 －

2019年８月期第２四半期 4.00 －

　

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2020年８月期第２四半期 7,062 4,772 67.6 795.45

2019年８月期 7,127 4,790 67.2 798.54

(参考) 自己資本 2020年８月期第２四半期 4,772 百万円 2019年８月期 4,790 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８月期 － 6.00 － 7.00 13.00

2020年８月期 － 6.00

　2020年８月期(予想) － 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

　

３．2020年８月期の業績予想（2019年８月21日～2020年８月20日）

(％表示は、対前期増減率)

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 7,850 0.9 223 △42.9 236 △41.0 164 △38.5 27.34

(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）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) 2020年８月期２Ｑ 6,000,000株 2019年８月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 2020年８月期２Ｑ 366株 2019年８月期 366株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年８月期２Ｑ 5,999,634株 2019年８月期２Ｑ 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２四半期累計期間におけるわが国経済は、国際的な貿易摩擦や消費税率引き上げの影響を受け一部景況指数

に停滞感が出てきたところ、新型コロナウイルス感染症の拡大により国内景気の先行きへの不透明感が増している

状況にあります。

印刷業界におきましては、Web化等による印刷需要の減少、競争激化による受注価格下落の影響を受け、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、当社は引き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、独自

技術によるＤＰ（データプリント）を中心としたサービスの製品開発やサービスの充実、大都市圏での販売力強化

とともに、販売マネジメントと顧客管理技術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２四半期累計期間の売上高は37億52百万円（前年同四半期比6.7％増）となりました。利益面につ

いては、外注加工費の増加などにより、営業利益は21百万円（前年同四半期比28.0％減）、経常利益は25百万円

（前年同四半期比27.5％減）、四半期純利益は12百万円（前年同四半期比46.1％減）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２四半期累計期間
（自 2018年８月21日
至 2019年２月20日）

当第２四半期累計期間
（自 2019年８月21日
至 2020年２月20日）

売上金額（千円） 売上金額（千円） 前年同四半期比(％)

ＢＦ複合サービス 519,773 498,682 95.9%

企画商印サービス 166,253 146,815 88.3%

ＩＰＤＰサービス 761,189 1,020,688 134.1%

ＤＭＤＰサービス 2,068,418 2,086,691 100.9%

合 計 3,515,634 3,752,878 106.7%

（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資産合計は、前事業年度と比べ65百万円減少し、70億62百万円となりました。

主な要因は、流動資産の仕掛品が57百万円、有形固定資産のリース資産（純額）が２億１百万円増加したものの、

流動資産の現金及び預金が47百万円、受取手形及び売掛金が１億39百万円、有形固定資産の機械及び装置（純額）

が１億10百万円減少したことによるものです。

（負債）

当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度と比べ46百万円減少し、22億90百万円となりました。

主な要因は、流動負債のリース債務が55百万円、固定負債のリース債務が１億65百万円増加したものの、流動負債

の短期借入金が１億円、未払法人税等が86百万円、賞与引当金が38百万円減少したことによるものです。

（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度と比べ18百万円減少し、47億72百万円となりまし

た。主な要因は、利益剰余金が29百万円減少したことによるものです。

キャッシュ・フローの状況

当第２四半期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、前事業年度末に比べ12百万円

減少し、５億29百万円となりました。また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりで

あります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において営業活動によって得られた資金は、前年同四半期比１億49百万円増加し、３億67

百万円となりました。これは、前年同四半期比で売上債権の増減額が２億30百万円、未払消費税等の増減額が53百

万円とそれぞれ増加し、仕入債務の増減額が１億５百万円減少したこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において投資活動によって支出した資金は、前年同四半期比21百万円減少し、１億41百万

円の支出となりました。これは、前年同四半期比で定期預金の払戻による収入が34百万円と、有形固定資産の取得

による支出が78百万円減少したこと等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において財務活動によって支出した資金は、前年同四半期比１億99百万円増加し、２億37

百万円となりました。これは、短期借入金の純増減額が前年同四半期比２億円減少したこと等によるものです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年8月期の通期の業績予想につきましては、前回公表（2019年9月27日付）いたしました業績予想に変更はあ

りません。

なお、現在新型コロナウィルス感染症の拡大により一部企業業績や金融市場に影響が生じていますが、当社業

績には直接的な影響が生じておりません。今後についても不確実性はあるものの、当社事業活動においては直接的

な影響は少ないものと考えております。
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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
(2019年８月20日)

当第２四半期会計期間
(2020年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 599,346 551,686

受取手形及び売掛金 1,225,412 1,085,609

電子記録債権 384,406 330,329

製品 83,399 104,723

仕掛品 109,107 166,389

原材料及び貯蔵品 83,789 85,730

その他 43,388 48,710

貸倒引当金 △582 △512

流動資産合計 2,528,267 2,372,666

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,171,311 1,182,485

機械及び装置（純額） 1,536,304 1,425,680

土地 965,106 965,106

リース資産（純額） 328,045 529,651

その他（純額） 159,554 149,067

有形固定資産合計 4,160,322 4,251,992

無形固定資産 144,071 142,116

投資その他の資産 295,252 296,089

固定資産合計 4,599,647 4,690,198

資産合計 7,127,915 7,062,865
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年８月20日)

当第２四半期会計期間
(2020年２月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 348,340 313,085

短期借入金 510,040 410,040

リース債務 145,882 201,579

未払法人税等 103,290 17,066

賞与引当金 99,117 60,816

役員賞与引当金 13,200 5,496

その他 410,177 385,691

流動負債合計 1,630,047 1,393,775

固定負債

長期借入金 254,910 244,890

リース債務 223,245 389,047

退職給付引当金 174,172 208,135

資産除去債務 13,895 13,895

その他 40,685 40,685

固定負債合計 706,907 896,653

負債合計 2,336,955 2,290,428

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 4,013,286 3,984,218

自己株式 △113 △113

株主資本合計 4,758,373 4,729,305

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 32,586 43,131

評価・換算差額等合計 32,586 43,131

純資産合計 4,790,959 4,772,436

負債純資産合計 7,127,915 7,062,865
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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 2018年８月21日
　至 2019年２月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年８月21日
　至 2020年２月20日)

売上高 3,515,634 3,752,878

売上原価 2,776,794 3,037,570

売上総利益 738,840 715,308

販売費及び一般管理費 709,522 694,208

営業利益 29,318 21,099

営業外収益

受取利息 13 8

受取配当金 1,209 1,181

作業くず売却益 6,965 5,717

その他 3,488 3,002

営業外収益合計 11,677 9,909

営業外費用

支払利息 5,751 5,448

その他 ― 8

営業外費用合計 5,751 5,456

経常利益 35,244 25,552

特別利益

固定資産売却益 199 ―

特別利益合計 199 ―

特別損失

固定資産除却損 2,020 82

特別損失合計 2,020 82

税引前四半期純利益 33,423 25,470

法人税、住民税及び事業税 1,000 1,200

法人税等調整額 8,451 11,341

法人税等合計 9,451 12,541

四半期純利益 23,972 12,929
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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 2018年８月21日
　至 2019年２月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年８月21日
　至 2020年２月20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 33,423 25,470

減価償却費 334,235 351,876

貸倒引当金の増減額（△は減少） △237 △303

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,120 △38,301

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,820 △7,704

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,727 33,963

受取利息及び受取配当金 △1,223 △1,189

支払利息 5,751 5,448

有形固定資産売却益 △199 －

有形固定資産除却損 2,020 82

売上債権の増減額（△は増加） △36,347 193,879

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,418 △80,546

仕入債務の増減額（△は減少） 70,224 △35,254

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,874 27,474

その他 △54,066 △18,192

小計 254,074 456,701

利息及び配当金の受取額 1,223 1,189

利息の支払額 △5,735 △5,409

法人税等の支払額 △32,227 △85,349

営業活動によるキャッシュ・フロー 217,334 367,131

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 △40,100 △41,400

定期預金の払戻による収入 110,800 76,800

有形固定資産の取得による支出 △217,934 △139,779

有形固定資産の売却による収入 200 －

無形固定資産の取得による支出 △15,889 △35,191

その他 △75 △1,911

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,999 △141,482

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 △100,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △86,153 △85,950

長期借入金の返済による支出 △10,020 △10,020

配当金の支払額 △42,032 △41,938

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,205 △237,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,129 △12,260

現金及び現金同等物の期首残高 562,444 541,746

現金及び現金同等物の四半期末残高 578,573 529,486
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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）

該当事項はありません。
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