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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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、英国の欧州連合（EU）離脱の決定が世界経済に与える影響

などが懸念され、円高が進行、さらに株式市場においても不安定な動向が見られるなど、景気の先行きは不透明感

を増しております。また、個人消費の改善の動きが鈍い中、政府による消費税率の引き上げ再延期が正式に表明さ

れ、今後の動向に注視が必要です。

　当社グループの属する業界におきましても、企業の広告宣伝費の抑制の動きが継続する中、企業間競争の更なる

激化に伴う受注単価の下落など、厳しい経営環境が継続しております。

　こうした情勢のもと、当社グループでは印刷需要の集中する首都圏・関西圏における印刷関連事業の営業活動強

化の継続、四国圏内でも既存取引先に対する印刷需要の掘り起こしを図るなど、業績確保に努めましたが、地方の

印刷関連需要減退に歯止めがかからず、売上高は２６億８千３百万円（前年同四半期比６．２％減）となりまし

た。利益面では、緊急性の高い情報セキュリティ強化に関する費用や、昨年１０月に行ったＭ＆Ａによるのれん償

却費の計上などにより、４千５百万円の営業損失（前年同四半期は６千８百万円の営業利益を計上）、４百万円の

経常損失（前年同四半期は１億２千１百万円の経常利益を計上）、１千２百万円の親会社株主に帰属する四半期純

損失（前年同四半期は５千４百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益を計上）を計上しました。

セグメントの業績を示すと、以下のとおりであります。

　

①印刷関連事業

企業の広告宣伝費の抑制傾向が継続、印刷需要が落ち込む中、顧客ニーズに沿った企画提案営業の強化に努めた

ものの、地方の需要減退に歯止めがかからず、売上高は１９億８百万円（前年同四半期比４．８％減）、情報セキ

ュリティ強化に関する費用や、昨年１０月に行ったＭ＆Ａによるのれん償却費の発生などにより、２千１百万円の

営業損失（前年同四半期は６千６百万円の営業利益を計上）を計上しました。

②洋紙・板紙販売関連事業

印刷需要の低迷に伴う市況の悪化や競争激化の影響などにより、売上高は１億６千４百万円（前年同四半期比１

３．８％減）、１百万円の営業損失（前年同四半期は１百万円の営業利益を計上）を計上しました。

③出版・広告代理関連事業

手頃な価格でランチを楽しめる「LUNCH PASSPORT」のビジネスモデルの全国への拡販、またそのビジネスモデル

を活用し地域イベントと連携した書籍を発行するなど業績確保に努めましたが、既存メディアとの受注競争が激化

する厳しい事業環境下、売上高は２億６千万円（前年同四半期比２３．１％減）、２千４百万円の営業損失（前年

同四半期は１百万円の営業損失を計上）を計上しました。

④美術館関連事業

セキ美術館では季節ごとに展示を入れ替えた所蔵品展を開催しておりますが、昨年開催した特別企画展を今年は

開催しなかったことなどにより、売上高は６０万円（前年同四半期は５百万円の売上高を計上）、８百万円の営業

損失（前年同四半期は４百万円の営業損失を計上）を計上しました。

⑤カタログ販売関連事業

オフィス関連用品通信販売業者に対する新規商品採用への積極的なアプローチやエージェントとして新規顧客開

拓に努めた結果、売上高は３億４千９百万円（前年同四半期比９．１％増）、営業利益は９百万円（前年同四半期

比２９．１％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億５千７百万円減少し、１５６億円となり

ました。これは主に受取手形及び売掛金が２０億１千万円と前連結会計年度末に比べ３億７千２百万円減少、投資

有価証券が２７億３千１百万円と１億４千９百万円減少したことなどによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ２億９千８百万円減少し、２４億８千８百万円となりました。これは主に支払

手形及び買掛金が１１億７千５百万円と前連結会計年度末に比べ１億１千６百万円減少、未払法人税等が２千２百

万円と１億２千７百万円減少したことなどによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億５千８百万円減少し、１３１億１千１百万円となりました。これは主

に、その他有価証券評価差額金が３百万円と、前連結会計年度末に比べ９千３百万円減少したことなどによるもの

であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成28年５月６日公表の通期の業績予想に変更はありません。今後、業績予想に関し

て修正の必要が生じた場合には、速やかに開示を行う予定であります。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　 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

　 (減価償却方法の変更)

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　 (追加情報)

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,822,506 4,931,192

受取手形及び売掛金 2,383,368 2,010,476

有価証券 80,725 70,424

商品及び製品 86,598 105,415

仕掛品 257,811 270,809

原材料及び貯蔵品 80,848 82,288

繰延税金資産 93,168 94,121

未収還付法人税等 467 5,270

その他 44,359 53,747

貸倒引当金 △87,835 △85,501

流動資産合計 7,762,017 7,538,244

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,645,247 2,646,206

減価償却累計額 △1,775,701 △1,789,089

建物及び構築物（純額） 869,546 857,117

機械装置及び運搬具 4,186,516 4,186,206

減価償却累計額 △3,040,378 △3,099,609

機械装置及び運搬具（純額） 1,146,138 1,086,596

工具、器具及び備品 1,647,195 1,647,807

減価償却累計額 △332,162 △338,730

工具、器具及び備品（純額） 1,315,033 1,309,076

リース資産 14,133 14,133

減価償却累計額 △1,766 △2,355

リース資産（純額） 12,366 11,778

土地 1,238,780 1,238,780

建設仮勘定 195,976 197,218

有形固定資産合計 4,777,842 4,700,567

無形固定資産

ソフトウエア 27,483 24,783

のれん 142,599 136,214

その他 6,689 6,580

無形固定資産合計 176,772 167,578

投資その他の資産

投資有価証券 2,881,125 2,731,645

長期貸付金 12,079 13,433

繰延税金資産 42,346 83,877

その他 909,716 869,597

貸倒引当金 △504,606 △504,718

投資その他の資産合計 3,340,661 3,193,834

固定資産合計 8,295,276 8,061,981

資産合計 16,057,294 15,600,226
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,291,446 1,175,236

短期借入金 - 50,000

1年内返済予定の長期借入金 22,052 20,988

未払法人税等 150,424 22,468

繰延税金負債 44 13

賞与引当金 120,875 175,412

その他 474,121 373,878

流動負債合計 2,058,964 1,817,997

固定負債

長期借入金 128,714 73,467

退職給付に係る負債 336,606 335,234

資産除去債務 3,834 3,845

役員退職慰労引当金 90,685 91,021

未払役員退職慰労金 138,155 138,155

その他 30,316 28,957

固定負債合計 728,313 670,682

負債合計 2,787,278 2,488,680

純資産の部

株主資本

資本金 1,201,700 1,201,700

資本剰余金 1,333,500 1,333,500

利益剰余金 10,825,803 10,763,054

自己株式 △503,459 △503,459

株主資本合計 12,857,544 12,794,794

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 96,730 3,337

退職給付に係る調整累計額 △31,469 △29,856

その他の包括利益累計額合計 65,260 △26,518

非支配株主持分 347,211 343,270

純資産合計 13,270,015 13,111,546

負債純資産合計 16,057,294 15,600,226
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 2,859,360 2,683,421

売上原価 2,140,282 2,041,491

売上総利益 719,077 641,930

販売費及び一般管理費

配送費 120,492 98,052

給料及び手当 209,965 220,916

貸倒引当金繰入額 10,632 2,404

賞与引当金繰入額 28,499 26,837

退職給付費用 5,637 8,663

役員退職慰労引当金繰入額 - 335

その他 275,684 330,273

販売費及び一般管理費合計 650,912 687,483

営業利益又は営業損失（△） 68,165 △45,553

営業外収益

受取利息 18,789 3,756

受取配当金 12,392 11,724

物品売却益 10,436 6,271

貸倒引当金戻入額 2,141 4,626

仕入割引 2,190 2,285

その他 9,776 14,513

営業外収益合計 55,728 43,178

営業外費用

支払利息 - 316

売上割引 390 408

賃貸収入原価 1,366 955

その他 380 546

営業外費用合計 2,137 2,226

経常利益又は経常損失（△） 121,756 △4,601

特別利益

固定資産売却益 13,811 49

投資有価証券売却益 60 561

負ののれん発生益 2,704 -

特別利益合計 16,575 611

特別損失

固定資産除却損 115 -

投資有価証券売却損 - 35

特別損失合計 115 35

税金等調整前四半期純利益
又は税金等調整前四半期純損失（△）

138,217 △4,026

法人税、住民税及び事業税 119,669 9,070

法人税等調整額 △41,751 △2,711

法人税等合計 77,917 6,359

四半期純利益又は四半期純損失（△） 60,299 △10,385

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,563 2,378

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純損失
（△）

54,735 △12,764
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 60,299 △10,385

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 75,447 △94,148

退職給付に係る調整額 70 1,603

その他の包括利益合計 75,517 △92,544

四半期包括利益 135,817 △102,930

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 130,040 △104,543

非支配株主に係る四半期包括利益 5,777 1,612
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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）

　前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月11日
定時株主総会

普通株式 49,985 12 平成27年３月31日 平成27年６月12日 利益剰余金

２ 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月９日
定時株主総会

普通株式 49,985 12 平成28年３月31日 平成28年６月10日 利益剰余金

２ 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計

印刷関連事業
洋紙・板紙
販売関連事業

出版・広告代
理関連事業

美術館
関連事業

カタログ
販売関連事業

売上高

外部顧客への売上高 2,004,311 190,438 338,763 5,242 320,605 2,859,360

セグメント間の内部売上高
又は振替高

93,543 263,744 3,479 ― ― 360,766

計 2,097,854 454,182 342,242 5,242 320,605 3,220,127

セグメント利益又は損失(△) 66,134 1,456 △1,725 △4,719 7,385 68,531

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 68,531

セグメント間取引消去 △366

四半期連結損益計算書の営業利益 68,165

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計

印刷関連事業
洋紙・板紙
販売関連事業

出版・広告代
理関連事業

美術館
関連事業

カタログ
販売関連事業

売上高

外部顧客への売上高 1,908,295 164,201 260,638 602 349,684 2,683,421

セグメント間の内部売上高
又は振替高

68,522 242,246 8,060 ― ― 318,829

計 1,976,817 406,447 268,699 602 349,684 3,002,251

セグメント利益又は損失(△) △21,047 △1,708 △24,291 △8,630 9,533 △46,143

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △46,143

セグメント間取引消去 590

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △45,553
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