


※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

新規 ― 社 (社名) 、除外 ― 社 (社名)

（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3月期 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 260,802 株 2019年3月期 260,802 株

③ 期中平均株式数 2020年3月期 5,262,790 株 2019年3月期 5,262,790 株

(参考) 個別業績の概要

１．2020年3月期の個別業績（2019年4月1日～2020年3月31日）

（１）個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期 6,636 12.0 520 19.1 541 △7.4 358 △7.5

2019年3月期 5,926 9.0 437 4.2 585 63.6 387 32.0

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

2020年3月期 68.06 ―

2019年3月期 73.60 ―

（２）個別財政状態

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

2020年3月期 7,722 5,723 74.1 1,087.51

2019年3月期 7,728 5,609 72.6 1,065.84

(参考) 自己資本 2020年3月期 5,723百万円 2019年3月期 5,609百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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、決算短信（添付資料）「１．経営成績の概

況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度は８月の九州北部豪雨、９月の台風15号の都心部直撃、10月の台風19号の記録的豪雨、期末

には新型コロナウイルスの拡散が始まるなど多くの災害に見舞われましたが、当社の取り扱うミニプリンタの

他POSレジ関連製品は、10月の消費税増税に伴う事務機器等の改修・導入に係る軽減税率対策補助金による小売

業のPOSレジ関連製品の特需により、平年に比べ補助金対象期間における売上が前期比約10％程度増加しまし

た。また、６月の京都営業所開設も関西地域での売上増加に寄与しました。

この結果、売上高は、66億38百万円（前年同期比11.9％増）となりました。

営業利益は、５億69百万円（前年同期比7.0％増）となりました。

経常利益は、５億73百万円（前年同期比14.0％減）となりました。

この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、３億73百万円（前年同期比19.4％減）となりました。

なお、商品群別業績では、次のとおりであります。

当連結会計年度における商品群別業績は、ミニプリンタメカニズムが１億40百万円(前年同期比28.4％減)、

ケース入りミニプリンタの売上高は35億14百万円(前年同期比3.1％減)となりました。

また、ミニプリンタ関連商品は９億94百万円(前年同期比30.6％増)、消耗品は４億42百万円(前年同期比4.2

％減)、大型プリンタは１億26百万円(前年同期比7.2％増)、その他は14億20百万円(前年同期比84.7％増)とな

りました。

（２）当期の財政状態の概況

① 財政状態の分 資産、負債および純資産の状況

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 2.4％増加し、62億46百万円となりました。これは、主として現金

及び預金が３億30百万増加、受取手形及び売掛金が94百万円減少、有価証券が１億10百万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 6.7％減少し、18億69百万円となりました。これは、主として投資

有価証券が１億38百万円減少したことによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度と比べて0.1％増加し、81億15百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ8.0％減少し、17億61百万円となりました。主な増減は、支払手形及び

買掛金が73百万円の減少、未払法人税等が56百万円の減少となっております。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて8.7％増加し、４億29百万円となりました。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.1％減少し、21億91百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.2％増加し、59億24百万円となりました。主な要因は利益剰余金

２億67百万円の増加及びその他有価証券評価差額金１億38百万円の減少であります。

１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて24円52銭増加し、1,125円70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73.0％となりました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、（以下「資金」という。）前連結会計年度に比べ５億81百

万円減少し14億26百万円となりました。

当連結会計年度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）

当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は、４億68百万円（前年同期４億11百万円）となりま

した。これは主として税金等調整前当期純利益の計上５億72百万円、減価償却費87百万円、売上債権の減少94百

万円のインフローに対し、たな卸資産の増加31百万円、仕入債務の減少73百万円、法人税等の支払額２億55百万

円のアウトフローとなったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動によって支出した資金は、８億円73百万円（前年同期４億38百万円の収入）

となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入35億73百万円、有価証券の償還による収入が１億８百

万円に対して、定期預金の預入による支出44億95百万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）

当連結会計年度における財務活動により支出した資金は１億62百万円（前年同期１億65百万円）であり、これ

は主に配当金の支払１億５百万円によるものであります。

（４）今後の見通し

①次期(2021年３月期)の連結業績見通しについて

次期(2021年３月期)の連結業績見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、現段階で

は合理的な業績予想の算出が困難であるため、未定としております。今後、業績への影響を慎重に見極め、合

理的な予想の開示が可能となった時点で速やかに公表いたします。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当する事項は、ございません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、外国人持株比率が非常に低いことから日本基準に基づき連結財務諸表を作成しています。

今後については、外国人株主比率の推移及び国内他社のＩＦＲＳ（国際財務報告基準）採用動向を踏まえつつ、

ＩＦＲＳ適用や米国会計基準の適用の検討をすすめていく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,864,678 4,194,929

受取手形及び売掛金 1,619,404 1,524,951

有価証券 110,134 -

商品及び製品 322,787 312,178

原材料及び貯蔵品 168,510 210,384

その他 18,416 5,224

貸倒引当金 △1,781 △1,525

流動資産合計 6,102,150 6,246,141

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 236,133 232,728

機械装置及び運搬具（純額） 16,077 12,579

工具、器具及び備品（純額） 8,174 30,744

土地 971,334 971,334

リース資産（純額） 125,674 113,326

有形固定資産合計 1,357,394 1,360,713

無形固定資産

リース資産 3,502 66

その他 13,724 19,668

無形固定資産合計 17,227 19,734

投資その他の資産

投資有価証券 493,579 354,669

繰延税金資産 121,140 121,125

その他 14,864 19,495

貸倒引当金 △802 △6,044

投資その他の資産合計 628,781 489,244

固定資産合計 2,003,403 1,869,691

資産合計 8,105,553 8,115,833
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,559,317 1,485,975

未払法人税等 148,569 92,205

賞与引当金 47,928 49,989

その他 159,242 133,824

流動負債合計 1,915,057 1,761,995

固定負債

役員退職慰労引当金 159,976 176,771

退職給付に係る負債 193,340 220,081

その他 41,876 32,641

固定負債合計 395,192 429,493

負債合計 2,310,250 2,191,488

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 5,545,738

自己株式 △158,900 △158,900

株主資本合計 5,796,044 6,063,931

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △741 △139,586

その他の包括利益累計額合計 △741 △139,586

純資産合計 5,795,302 5,924,345

負債純資産合計 8,105,553 8,115,833
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

売上高 5,932,876 6,638,551

売上原価 4,280,211 4,922,137

売上総利益 1,652,664 1,716,414

販売費及び一般管理費 1,120,841 1,147,181

営業利益 531,823 569,232

営業外収益

受取利息 23,549 11,509

受取配当金 21,525 21,039

受取賃貸料 1,335 505

為替差益 91,521 -

その他 2,535 2,117

営業外収益合計 140,466 35,171

営業外費用

支払利息 2,906 2,769

有価証券評価損 3,065 -

為替差損 - 27,042

その他 71 1,477

営業外費用合計 6,043 31,289

経常利益 666,246 573,115

特別利益

固定資産売却益 1,221 330

投資有価証券売却益 2,262 -

特別利益合計 3,483 330

特別損失

固定資産除却損 38 1,157

特別損失合計 38 1,157

税金等調整前当期純利益 669,691 572,287

法人税、住民税及び事業税 228,713 199,128

法人税等調整額 △21,922 15

法人税等合計 206,790 199,144

当期純利益 462,901 373,143

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純利益 462,901 373,143
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当期純利益 462,901 373,143

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △43,286 △138,845

その他の包括利益合計 △43,286 △138,845

包括利益 419,614 234,298

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 419,614 234,298

非支配株主に係る包括利益 - -
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 393,997 283,095 4,920,206 △158,899 5,438,400

当期変動額

剰余金の配当 △105,255 △105,255

親会社株主に帰属す

る当期純利益
462,901 462,901

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 357,645 △0 357,644

当期末残高 393,997 283,095 5,277,851 △158,900 5,796,044

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 42,545 42,545 5,480,945

当期変動額

剰余金の配当 △105,255

親会社株主に帰属す

る当期純利益
462,901

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△43,286 △43,286 △43,286

当期変動額合計 △43,286 △43,286 314,357

当期末残高 △741 △741 5,795,302
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当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 393,997 283,095 5,277,851 △158,900 5,796,044

当期変動額

剰余金の配当 △105,255 △105,255

親会社株主に帰属す

る当期純利益
373,143 373,143

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 267,887 - 267,887

当期末残高 393,997 283,095 5,545,738 △158,900 6,063,931

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △741 △741 5,795,302

当期変動額

剰余金の配当 △105,255

親会社株主に帰属す

る当期純利益
373,143

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△138,845 △138,845 △138,845

当期変動額合計 △138,845 △138,845 129,042

当期末残高 △139,586 △139,586 5,924,345
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（５）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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの報告セグメントが「ミニプリンタの開発・製造・販売事業」のみであるため、記載を省略しており

ます。

【関連情報】

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。

2. 地域ごとの情報

（1）売上高

(単位:千円)

日本 アメリカ ヨーロッパ アジア その他 計

5,527,265 296,501 260,450 43,000 75,660 5,932,876

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。

2. 地域ごとの情報

（1）売上高

(単位:千円)

日本 アメリカ ヨーロッパ アジア その他 計

6,048,936 278,885 232,233 20,166 58,331 6,638,551

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり純資産額 1,101円18銭 1,125円70銭

１株当たり当期純利益 87円96銭 70円90銭

（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 462,901 373,143

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

462,901 373,143

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,262 5,262

(重要な後発事象)

該当事項はありません。




