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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第３四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年12月31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３四半期 5,126 19.1 466 26.9 470 △5.4 306 △5.7

2019年３月期第３四半期 4,305 8.9 368 5.3 497 19.1 324 15.9

(注) 包括利益 2020年３月期第３四半期 419百万円 (13.6％) 2019年３月期第３四半期 259百万円 (△17.6％)

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

2020年３月期第３四半期 58.17 ―

2019年３月期第３四半期 61.71 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 一株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円

2020年３月期第３四半期 8,389 5,984 71.3 1,137.18

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３四半期 5,984百万円 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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 5,262,790株 2019年３月期３Ｑ 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

当第３四半期連結累計期間における国内経済は10月の関東地方や甲信地方、東北地方などで台風19号の記録的

豪雨による被害の他、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減及び今後の実質的な雇用者所得の減少懸念から、

消費は伸び悩みましたが、年末商戦や中小小売業でのキャッシュレス決済時の増税分還元などにより、落ち込み

は比較的小幅にとどまりました。

一方海外では、12月に英下院の総選挙が行われ、保守党が圧勝したことにより１月末のEU離脱が確定した事

や、米中貿易交渉が12月に部分合意し、米国が対中関税を軽減する摩擦緩和が行われたものの、中東地域におけ

る紛争が懸念される年末となりました。

当社グループでは第２四半期における軽減税率対策補助金に関連した売上増の後、第３四半期の月次売上は、

ほぼ平年並みの水準を維持し、売上高は、51億26百万円と、前年同四半期と比べ８億21百万円(19.1％)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３四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１億29百万円（前年同四半

期と比べ12百万円（9.0％）の減少）、ケース入りミニプリンタは27億68百万円（前年同四半期と比べ96百万円

（3.6％）の増加）、ミニプリンタ関連商品は８億１百万円（前年同四半期と比べ２億57百万円（47.2％）の増

加)、消耗品は３億64百万円（前年同四半期と比べ６百万円（1.9％）の増加）、大型プリンタは92百万円（前年

同四半期と比べ15百万円（20.0％)の増加）、その他は９億69百万円（前年同四半期と比べ４億57百万円（89.4

％）の増加)となりました。

売上総利益は13億28百万円となり、前年同四半期と比べ１億25百万円（10.4％）の増加となりました。

販売費及び一般管理費は、８億61百万円となり、前年同四半期と比べ26百万円（3.2％）の増加となりまし

た。

営業利益は４億66百万円となり、前年同四半期と比べ98百万円（26.9％）の増加となりました。

経常利益は４億70百万円となり、前年同四半期と比べ26百万円(5.4%)の減少となりました。

税金等調整前四半期純利益は４億69百万円となり、前年同四半期と比べ、28百万円(5.8％)の減少、税効果会

計適用後の法人税等負担額は１億63百万円となり、前年同四半期と比べ、10百万円(5.8％）の減少となりまし

た。その結果、当第３四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３億６百万円となり、

前年同四半期と比べ、18百万円(5.7％）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4.8％増加し、63億92百万円となりました。これは、主として現金及

び預金が３億56百万円、商品及び製品が75百万円、原材料及び貯蔵品が42百万円の増加に対して、受取手形及び

売掛金が58百万円、有価証券が１億10百万円減少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0.3％減少し、19億96百万円となりました。これは主として投資有価

証券が11百万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２億83百万円増加し、83億89百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.2％増加し、19億75百万円となりました。これは、主として支払手

形及び買掛金が２億２百万円の増加に対して、未払法人税等が１億３百万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8.5％増加し、４億28百万円となりました。これは、主として、役員

退職慰労金が14百万円、退職給付に係る負債が22百万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4.1％増加し、24億４百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.3％増加し、59億84百万円となりました。主な要因は親会社株主

に帰属する四半期純利益３億６百万円の計上、剰余金の配当１億５百万円であります。

１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて36円０銭増加し、1,137円18銭となりました。また、自己資

本比率は、前連結会計年度末の71.5％から71.3％となりました。
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（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
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,864,678 4,220,925

受取手形及び売掛金 1,619,404 1,560,448

有価証券 110,134 -

商品及び製品 322,787 397,835

原材料及び貯蔵品 168,510 210,594

その他 18,416 4,386

貸倒引当金 △1,781 △1,558

流動資産合計 6,102,150 6,392,632

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 236,133 236,352

機械装置及び運搬具（純額） 16,077 14,387

工具、器具及び備品（純額） 8,174 24,811

土地 971,334 971,334

リース資産（純額） 125,674 124,726

有形固定資産合計 1,357,394 1,371,612

無形固定資産

リース資産 3,502 475

その他 13,724 18,071

無形固定資産合計 17,227 18,546

投資その他の資産

投資有価証券 493,579 482,047

繰延税金資産 121,140 113,727

その他 14,864 16,719

貸倒引当金 △802 △5,763

投資その他の資産合計 628,781 606,731

固定資産合計 2,003,403 1,996,890

資産合計 8,105,553 8,389,523
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,559,317 1,762,023

未払法人税等 148,569 45,099

賞与引当金 47,928 12,763

その他 159,242 155,969

流動負債合計 1,915,057 1,975,855

固定負債

役員退職慰労引当金 159,976 174,054

退職給付に係る負債 193,340 216,170

その他 41,876 38,700

固定負債合計 395,192 428,925

負債合計 2,310,250 2,404,781

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 5,478,757

自己株式 △158,900 △158,900

株主資本合計 5,796,044 5,996,950

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △741 △12,208

その他の包括利益累計額合計 △741 △12,208

純資産合計 5,795,302 5,984,742

負債純資産合計 8,105,553 8,389,523
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

売上高 4,305,186 5,126,491

売上原価 3,101,845 3,797,992

売上総利益 1,203,341 1,328,499

販売費及び一般管理費 835,326 861,661

営業利益 368,014 466,837

営業外収益

受取利息 17,366 9,027

受取配当金 21,525 21,039

為替差益 93,311 -

その他 3,761 2,351

営業外収益合計 135,964 32,418

営業外費用

支払利息 2,221 2,229

為替差損 - 21,621

有価証券評価損 4,603 -

その他 9 4,963

営業外費用合計 6,834 28,814

経常利益 497,144 470,442

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 498,365 469,614

法人税、住民税及び事業税 147,312 156,040

法人税等調整額 26,270 7,412

法人税等合計 173,582 163,453

四半期純利益 324,782 306,161

親会社株主に帰属する四半期純利益 324,782 306,161
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

四半期純利益 324,782 306,161

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △65,367 △11,466

その他の包括利益合計 △65,367 △11,466

四半期包括利益 259,415 294,694

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 259,415 294,694

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。

   


