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１．平成27年12月期第３四半期の業績（平成27年１月１日～平成27年９月30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 ％

27年 12月期第３四半期 5,215 △2.9 204 △13.8 187 △25.3 143 △8.4
26年 12月期第３四半期 5,370 △1.9 237 △33.9 250 △31.0 156 △27.0

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

27年 12月期第３四半期 24.78 ―
26年12月期第３四半期 27.05 ―

（２）財政状態 

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

百万円 百万円 ％ 

27年 12月期第３四半期 9,396 6,850 72.9 
26年 12月期 8,834 6,699 75.8 

（参考）自己資本 27年 12月期第３四半期 6,850百万円 26年 12月期 6,699百万円 

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

26年 12月期 ― ― ― 18.00 18.00
27年 12月期 ― ― ―

27年 12月期(予想) 18.00 18.00

（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．平成27年12月期の業績予想（平成27年１月１日～平成27年12月31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 7,250 3.5 300 26.9 300 18.6 180 12.3 31.11

（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 ：有 

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 

（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）会計方針の変更・会計上の見積り

の変更・修正再表示」をご覧ください。 
 
 

（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) 27年12月期３Ｑ 5,815,294株 26年12月期 5,815,294株

②  期末自己株式数 27年12月期３Ｑ 30,827株 26年12月期 29,919株

③  期中平均株式数(四半期累計) 27年12月期３Ｑ 5,785,045株 26年12月期３Ｑ 5,786,281株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 
 
※ 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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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３四半期累計期間における我が国経済は、持続的な政府の経済政策や日銀の金融緩和政策などを背景に、企

業収益や雇用情勢に改善が見られ、緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、円安による物価上昇や消費

税増税後の個人消費の回復の遅れ、中国経済の減速懸念などもあり、依然として先行き不透明な状況にあります。

 フォーム印刷業界におきましては、電子媒体やデジタル化の進展により一般ビジネスフォーム印刷の需要が逓減

しており、その中で企業の経費削減や価格競争の加え、原材料価格の上昇などもあり、厳しい経営環境が続いてお

ります。 

 この様な情勢の中、多様化する顧客ニーズに迅速に対応し、また情報セキュリティ対策を強化していくことによ

り顧客層の拡充と売上増強を図ってまいりましたが、売上高5,215百万円（前年同四半期比2.9％減）、営業利益

204百万円（前年同四半期比13.8％減）、経常利益187百万円（前年同四半期比25.3％減）、四半期純利益143百万

円（前年同四半期比8.4％減）となりました。

 なお、売上状況につきましては、ビジネスフォーム2,138百万円（前年同四半期比4.9％減）、一般帳票類1,114

百万円（前年同四半期比3.8％増）、データプリント及び関連加工1,870百万円（前年同四半期比4.6％減）、サプ

ライ商品92百万円（前年同四半期比3.0％増）となっております。

（２）財政状態に関する説明

 当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて561百万円増加し、9,396百万円となりまし

た。資産の部においては、流動資産が208百万円増加し2,465百万円、固定資産が352百万円増加し6,930百万円とな

りました。また、負債の部においては、流動負債が271百万円増加し1,785百万円、固定負債が138百万円増加し759

百万円となりました。この結果、純資産の部においては、151百万円増加し6,850百万円となり、自己資本比率が

72.9％となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年２月10日に公表いたしました通期の業績予想につきましては、変更はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

た定めについて第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更いたしました。また、割引率の決定方法につき

ましても、割引率の決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方

法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法

へ変更いたしました。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３

四半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

 この結果、当第３四半期累計期間の期首の前払年金費用が246,237千円、繰延税金負債が87,758千円、利益剰

余金が158,478千円それぞれ増加しております。また、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前

四半期純利益に与える影響額は軽微であります。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成26年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成27年９月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 719,849 923,109 

受取手形及び売掛金 1,212,853 1,181,673 

有価証券 － 30,000 

製品 128,756 127,306 

原材料 34,106 31,693 

仕掛品 21,690 17,500 

その他 143,289 155,577 

貸倒引当金 △3,534 △1,016 

流動資産合計 2,257,011 2,465,846 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 1,387,840 1,358,203 

機械及び装置（純額） 232,913 203,269 

土地 2,875,781 2,875,781 

その他（純額） 469,759 569,260 

有形固定資産合計 4,966,294 5,006,514 

無形固定資産 84,307 86,702 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,047,903 1,110,476 

その他 486,285 735,207 

貸倒引当金 △7,529 △8,731 

投資その他の資産合計 1,526,660 1,836,952 

固定資産合計 6,577,261 6,930,169 

資産合計 8,834,272 9,396,015 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 997,865 900,948 

短期借入金 － 300,000 

未払法人税等 － 81,768 

引当金 43,878 99,017 

その他 472,170 403,954 

流動負債合計 1,513,914 1,785,689 

固定負債 

役員退職慰労引当金 134,662 143,270 

資産除去債務 24,594 24,975 

その他 461,509 591,418 

固定負債合計 620,765 759,663 

負債合計 2,134,680 2,545,353 

純資産の部 

株主資本 

資本金 798,288 798,288 

資本剰余金 600,052 600,052 

利益剰余金 5,114,052 5,311,725 

自己株式 △19,294 △19,730 

株主資本合計 6,493,099 6,690,336 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 206,493 160,325 

評価・換算差額等合計 206,493 160,325 

純資産合計 6,699,592 6,850,661 

負債純資産合計 8,834,272 9,396,015 
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（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

(単位：千円) 

前第３四半期累計期間 
(自 平成26年１月１日 
至 平成26年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成27年１月１日 
至 平成27年９月30日) 

売上高 5,370,770 5,215,477 

売上原価 4,326,302 4,213,656 

売上総利益 1,044,468 1,001,821 

販売費及び一般管理費 806,967 797,054 

営業利益 237,500 204,766 

営業外収益 

受取利息 5,614 461 

受取配当金 7,473 11,828 

受取保険金 8,178 2,910 

受取賃貸料 3,690 3,402 

雑収入 3,686 3,433 

営業外収益合計 28,644 22,036 

営業外費用 

支払利息 9,771 9,797 

保険解約損 0 348 

固定資産除却損 1,571 1,082 

貸倒引当金繰入額 － 1,201 

複合金融商品評価損 890 23,664 

雑損失 3,080 3,245 

営業外費用合計 15,312 39,341 

経常利益 250,832 187,462 

特別利益 

固定資産売却益 1,410 － 

投資有価証券売却益 17,549 27,858 

投資有価証券償還益 340 80 

特別利益合計 19,299 27,938 

特別損失 

固定資産除却損 － 0 

固定資産売却損 7,501 412 

投資有価証券売却損 399 34 

投資有価証券償還損 1,155 － 

ゴルフ会員権評価損 － 300 

特別損失合計 9,056 747 

税引前四半期純利益 261,075 214,653 

法人税、住民税及び事業税 102,674 111,102 

法人税等調整額 1,857 △39,780 

法人税等合計 104,532 71,321 

四半期純利益 156,543 143,331 
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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。

（セグメント情報等）

当社は、印刷関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

４．補足情報

販売実績

 当第３四半期累計期間（自 平成27年１月１日 至 平成27年９月30日）における販売実績を製品区分別に示すと、

次のとおりであります。

製品区分 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

ビジネスフォーム 2,138,169 95.1

一般帳票類 1,114,308 103.8

データプリント及び関連加工 1,870,336 95.4

サプライ商品 92,663 103.0

合計 5,215,477 97.1

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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