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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30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 ％

30年3月期第2四半期 5,390 △2.3 59 △4.0 169 18.0 100 19.7

29年3月期第2四半期 5,519 △6.9 62 △77.6 143 △61.9 84 △25.9

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　238百万円 （812.2％） 29年3月期第2四半期　　26百万円 （―％）

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

30年3月期第2四半期 24.25 ―

29年3月期第2四半期 20.25 ―

(2) 連結財政状態

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

30年3月期第2四半期 17,583 13,686 75.8 3,200.38

29年3月期 17,246 13,503 76.2 3,154.88

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 13,331百万円 29年3月期 13,141百万円

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

29年3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00

30年3月期 ― 12.00

30年3月期（予想） ― 12.00 24.00

（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30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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 11,900 3.4 156 △50.1 281 △40.4 170 △22.9 40.81

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(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） 30年3月期2Q 4,508,000 株 29年3月期 4,508,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 342,556 株 29年3月期 342,556 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 4,165,444 株 29年3月期2Q 4,165,444 株

※四半期決算短信は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

・本資料に掲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３ページ「１．当四半期の連結業績に関する定性的情報(３)連結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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策の継続により総じ

て緩やかな回復基調が続いておりますが、北朝鮮を始めとした政治的緊張等もあり、雇用・所得環境の改善が見

られる一方で、個人消費は停滞しており、引き続き先行き不透明な状況で推移しております。

　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

強化を継続するとともに、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、地方顧客の印刷関連需要減退に歯止めがかからず、売上高は５３億９千万円（前年同四半期比２.３％

減）となりました。利益面では、生産性向上に対する取り組みの推進や、前年同四半期に計上した緊急性の高い

情報セキュリティ強化に関する費用は今期ありませんでしたが、売上が減少したことによる影響や電力費の上昇、

設備保全にかかる費用が増加したことなどにより、営業利益は５千９百万円（前年同四半期比４.０％減）、ま

た、貸倒引当金の解消や株式市況の好調により経常利益は１億６千９百万円（前年同四半期比１８.０％増）、親

会社株主に帰属する四半期純利益は１億円（前年同四半期比１９.７％増）となりました。

　なお、当社水性フレキソ印刷加工事業の基幹工場である「ＳＥＫＩ ＢＬＵＥ ＦＡＣＴＯＲＹ」が本年６月

３０日に竣工し、１０月２２日より本格稼動を開始しております。

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、印刷需要が低迷する中、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３８億５百万円（前年同四半期比２.４％減）、生産性

向上に対する取り組みで一定の成果があったものの、納期対応に関する費用や設備保全にかかる費用が増加した

ことなどにより、営業利益は７千２百万円（前年同四半期比１９.２％減）となりました。

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２億５千６百万円（前年同四半期比

１９.６％減）、コスト低減に努めた結果、営業利益は２百万円（前年同四半期は３百万円の営業損失を計上）と

なりました。

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「２０１７笑顔つなぐえひめ国体」開催に合わせた書籍を発行するなど業績確保に努めましたが、既

存メディアでの受注競争が激化する厳しい事業環境下、売上高は５億２千２百万円（前年同四半期比４.３％

減）、３千４百万円の営業損失（前年同四半期は３千６百万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。売上高は１百万円（前年同四半期

比６.０％増）、１千５百万円の営業損失（前年同四半期は１千７百万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８億３百万円（前年同四半期比６.８％増）、営業利益は３千４百万円（前年同四半

期比１８.４％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四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３億３千６百万円増加し、１７５億８千３

百万円となりました。これは主に水性フレキソ印刷加工事業に対する支払で現金及び預金が４９億７千７百万円

と連結会計年度末に比べ１４億４千５百万円減少、建設仮勘定が２１億３千７百万円と連結会計年度末に比べ１

５億７千８百万円増加、また投資有価証券が２７億４千万円と前連結会計年度末に比べ９千５百万円増加したこ

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１億５千３百万円増加し、３８億９千６百万円となりました。これは主に繰

延税金負債が１億５千９百万円と前連結会計年度末に比べ１億５千万円増加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１億８千３百万円増加し、１３６億８千６百万円となりました。これは主

に、その他有価証券評価差額金が３億２千８百万円と、前連結会計年度末に比べ１億３千５百万円増加したこと

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29年５月10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。
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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
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,423,325 4,977,709

受取手形及び売掛金 2,252,126 2,259,405

有価証券 201,014 99,646

商品及び製品 86,705 112,571

仕掛品 217,657 371,142

原材料及び貯蔵品 84,300 92,263

繰延税金資産 69,146 101,321

未収還付法人税等 1,343 10,643

その他 42,720 70,556

貸倒引当金 △69,544 △69,370

流動資産合計 9,308,794 8,025,889

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,638,987 2,650,138

減価償却累計額 △1,817,515 △1,842,694

建物及び構築物（純額） 821,471 807,444

機械装置及び運搬具 4,028,698 4,034,008

減価償却累計額 △3,104,316 △3,164,925

機械装置及び運搬具（純額） 924,381 869,083

工具、器具及び備品 1,673,750 1,713,289

減価償却累計額 △359,100 △366,879

工具、器具及び備品（純額） 1,314,649 1,346,410

リース資産 14,133 14,133

減価償却累計額 △4,122 △5,300

リース資産（純額） 10,011 8,833

土地 1,238,780 1,229,979

建設仮勘定 558,786 2,137,044

有形固定資産合計 4,868,082 6,398,795

無形固定資産

ソフトウエア 19,241 16,275

その他 6,031 13,485

無形固定資産合計 25,272 29,760

投資その他の資産

投資有価証券 2,644,368 2,740,141

長期貸付金 16,810 14,844

繰延税金資産 19,341 18,424

その他 869,369 360,617

貸倒引当金 △505,511 △5,419

投資その他の資産合計 3,044,377 3,128,608

固定資産合計 7,937,732 9,557,164

資産合計 17,246,526 17,583,053
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,272,836 1,215,165

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 73,988 126,988

未払法人税等 44,281 24,724

賞与引当金 120,350 118,181

その他 371,351 529,802

流動負債合計 1,932,808 2,064,862

固定負債

長期借入金 1,203,602 1,140,108

繰延税金負債 9,159 159,564

退職給付に係る負債 354,146 364,426

資産除去債務 3,879 3,901

役員退職慰労引当金 91,838 1,851

未払役員退職慰労金 121,777 131,377

その他 25,599 29,966

固定負債合計 1,810,004 1,831,196

負債合計 3,742,812 3,896,058

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 10,946,267 10,997,280

自己株式 △503,459 △503,459

株主資本合計 12,978,008 13,029,021

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 192,912 328,398

退職給付に係る調整累計額 △29,434 △26,402

その他の包括利益累計額合計 163,478 301,995

非支配株主持分 362,228 355,978

純資産合計 13,503,714 13,686,995

負債純資産合計 17,246,526 17,583,053
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 5,519,698 5,390,751

売上原価 4,088,299 4,037,076

売上総利益 1,431,398 1,353,674

販売費及び一般管理費

配送費 206,210 182,204

給料及び手当 444,149 457,466

貸倒引当金繰入額 8,964 -

賞与引当金繰入額 47,420 49,119

退職給付費用 17,115 17,613

役員退職慰労引当金繰入額 548 138

その他 644,771 587,428

販売費及び一般管理費合計 1,369,178 1,293,970

営業利益 62,219 59,704

営業外収益

受取利息 13,224 34,510

受取配当金 16,576 17,909

物品売却益 14,426 15,066

貸倒引当金戻入額 10,236 22,361

仕入割引 4,837 4,759

投資事業組合運用益 785 -

その他 25,366 28,820

営業外収益合計 85,452 123,427

営業外費用

支払利息 506 5,586

売上割引 641 641

投資事業組合持分損 - 2,570

賃貸収入原価 1,507 1,884

その他 1,106 2,577

営業外費用合計 3,761 13,261

経常利益 143,910 169,870

特別利益

役員退職慰労金戻入額 4,587 -

固定資産売却益 6,111 138

投資有価証券売却益 650 10,199

特別利益合計 11,348 10,338

特別損失

固定資産除却損 662 3,189

投資有価証券売却損 35 3,869

固定資産売却損 - 848

特別損失合計 698 7,907

税金等調整前四半期純利益 154,560 172,301

法人税、住民税及び事業税 53,041 13,528

法人税等調整額 11,765 58,484

法人税等合計 64,807 72,012

四半期純利益 89,753 100,288

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

5,403 △709

親会社株主に帰属する四半期純利益 84,349 100,998
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 89,753 100,288

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △66,788 135,445

退職給付に係る調整額 3,215 3,086

その他の包括利益合計 △63,572 138,531

四半期包括利益 26,180 238,819

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 21,395 239,515

非支配株主に係る四半期包括利益 4,784 △695
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 154,560 172,301

減価償却費 169,959 140,552

有価証券売却損益（△は益） △614 △6,330

投資事業組合運用損益（△は益） △785 2,570

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,371 △500,265

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,310 △2,168

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,918 14,730

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 548 △89,987

受取利息及び受取配当金 △29,800 △52,420

支払利息 506 5,586

有形固定資産売却損益（△は益） △6,111 709

有形固定資産除却損 662 3,189

のれん償却額 12,770 -

売上債権の増減額（△は増加） 192,785 492,721

たな卸資産の増減額（△は増加） △109,345 △187,315

仕入債務の増減額（△は減少） △181,608 △57,670

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） △16,377 9,600

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10,263 △27,720

その他の流動負債の増減額（△は減少） 11,549 83,930

その他の固定負債の増減額（△は減少） △860 △620

小計 186,811 1,393

利息及び配当金の受取額 30,501 52,305

利息の支払額 △506 △5,586

法人税等の支払額 △136,964 △25,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 79,842 22,880

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 △1,124,058 △1,064,064

定期預金の払戻による収入 1,224,056 1,064,052

有価証券の売却による収入 50,000 200,000

有形固定資産の取得による支出 △75,806 △1,636,255

有形固定資産の除却による支出 △250 -

有形固定資産の売却による収入 6,541 22,377

無形固定資産の取得による支出 - △995

投資有価証券の取得による支出 △11,178 △257,241

投資有価証券の売却による収入 48,836 261,339

持分法非適用関連会社株式の取得による支出 △2,550 -

貸付けによる支出 △6,910 △2,620

貸付金の回収による収入 6,365 4,586

その他 39,925 8,409

投資活動によるキャッシュ・フロー 154,972 △1,400,411
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △11,558 △10,494

非支配株主への配当金の支払額 △5,554 △5,554

配当金の支払額 △49,985 △49,985

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,507 △2,063

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,604 △68,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 166,209 △1,445,627

現金及び現金同等物の期首残高 2,930,485 4,550,697

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,096,694 3,105,070
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（４）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２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

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11月２日
取締役会

普通株式 49,985 12 平成28年９月30日 平成28年12月１日 利益剰余金

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９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29年６月８日
定時株主総会

普通株式 49,985 12 平成29年３月31日 平成29年６月９日 利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

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29年11月１日
取締役会

普通株式 49,985 12 平成29年９月30日 平成29年12月１日 利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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 3,899,997 319,549 546,070 1,306 752,772 5,519,698

セグメント間の内部売上高
又は振替高

144,914 578,726 15,697 － － 739,339

計 4,044,912 898,276 561,768 1,306 752,772 6,259,037

セグメント利益又は損失(△) 90,154 △3,180 △36,181 △17,227 28,961 62,527
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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 62,527

セグメント間取引消去 △307

四半期連結損益計算書の営業利益 62,219

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９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 3,805,888 256,997 522,846 1,385 803,633 5,390,751

セグメント間の内部売上高
又は振替高

132,996 556,469 16,403 － － 705,869

計 3,938,884 813,466 539,250 1,385 803,633 6,096,620

セグメント利益又は損失(△) 72,819 2,605 △34,617 △15,901 34,289 59,195

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 59,195

セグメント間取引消去 508

四半期連結損益計算書の営業利益 59,704
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