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第４【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年８月１日から平成

30年10月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年８月１日から平成30年10月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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30年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,047,145 1,445,895

受取手形及び売掛金 1,378,928 4,132,469

商品及び製品 17,749 16,530

仕掛品 21,034 3,417

原材料及び貯蔵品 829,851 1,945,744

その他 160,582 1,428,693

貸倒引当金 △709 △2,191

流動資産合計 3,454,582 8,970,559

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 811,555 823,515

土地 1,165,851 1,165,851

その他（純額） 1,349,856 1,394,596

有形固定資産合計 3,327,264 3,383,964

無形固定資産

のれん 7,087 6,644

その他 273,643 279,993

無形固定資産合計 280,730 286,637

投資その他の資産

投資有価証券 817,229 810,170

関係会社株式 40,000 40,000

その他 589,493 604,218

貸倒引当金 △87,227 △84,885

投資その他の資産合計 1,359,495 1,369,503

固定資産合計 4,967,490 5,040,105

繰延資産

社債発行費 6,973 6,378

繰延資産合計 6,973 6,378

資産合計 8,429,047 14,017,043
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 939,558 2,402,836

短期借入金 ※ 400,000 ※ 4,400,000

1年内返済予定の長期借入金 703,524 678,754

未払法人税等 60,657 4,443

賞与引当金 20,658 61,975

返品調整引当金 － 39,879

その他 490,025 1,018,259

流動負債合計 2,614,424 8,606,148

固定負債

社債 1,300,000 1,300,000

長期借入金 1,620,440 1,464,174

その他 478,244 401,395

固定負債合計 3,398,684 3,165,570

負債合計 6,013,109 11,771,718

純資産の部

株主資本

資本金 411,920 411,920

資本剰余金 452,922 452,922

利益剰余金 1,284,890 1,120,996

自己株式 △21,840 △21,841

株主資本合計 2,127,893 1,963,998

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 282,963 276,841

その他の包括利益累計額合計 282,963 276,841

非支配株主持分 5,081 4,485

純資産合計 2,415,937 2,245,324

負債純資産合計 8,429,047 14,017,043
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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29年８月１日
　至 平成29年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年８月１日
　至 平成30年10月31日)

売上高 ※ 5,148,999 ※ 5,175,647

売上原価 4,242,872 4,196,844

売上総利益 906,127 978,803

販売費及び一般管理費

運賃 268,882 302,197

給料及び手当 359,033 369,991

貸倒引当金繰入額 △234 1,498

賞与引当金繰入額 39,875 31,468

その他 473,535 479,591

販売費及び一般管理費合計 1,141,092 1,184,747

営業損失（△） △234,964 △205,944

営業外収益

受取利息 168 120

受取配当金 620 522

受取賃貸料 4,910 5,141

作業くず売却益 3,095 3,569

受取手数料 8,417 10,146

保険解約返戻金 52,756 468

貸倒引当金戻入額 3,173 2,358

その他 4,028 2,676

営業外収益合計 77,170 25,004

営業外費用

支払利息 11,550 11,254

その他 838 711

営業外費用合計 12,388 11,966

経常損失（△） △170,183 △192,906

特別損失

固定資産除却損 2,370 745

特別損失合計 2,370 745

税金等調整前四半期純損失（△） △172,554 △193,652

法人税、住民税及び事業税 1,211 1,328

法人税等調整額 △55,511 △60,485

法人税等合計 △54,300 △59,157

四半期純損失（△） △118,254 △134,494

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（△）

208 △595

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △118,462 △133,898
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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29年８月１日
　至 平成29年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年８月１日
　至 平成30年10月31日)

四半期純損失（△） △118,254 △134,494

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 17,650 △6,122

その他の包括利益合計 17,650 △6,122

四半期包括利益 △100,603 △140,616

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △100,811 △140,020

非支配株主に係る四半期包括利益 208 △595
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【注記事項】

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債

の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

　 ※ 当座貸越契約

　運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約を締結しております。

　当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

前連結会計年度
（平成30年７月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成30年10月31日）

当座貸越契約の総額 4,400,000千円 6,300,000千円

借入実行残高 400,000千円 4,400,000千円

差引額 4,000,000千円 1,900,000千円

（四半期連結損益計算書関係）

　 ※ 売上高及び利益の季節的変動

　前第１四半期連結累計期間（自 平成29年８月１日 至 平成29年10月31日）及び当第１四半期連結累計期間

　（自 平成30年８月１日 至 平成30年10月31日）

当社グループの利益は、第１四半期連結会計期間が、年賀状印刷の資材・販売促進費等の先行支出により低下、

第２四半期連結会計期間が、年賀状印刷の集中及び商業印刷の年末商戦の折込広告の受注増により増加、第３四半

期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間が、年賀状印刷の固定費のみが発生することにより低下するという季

節的変動があります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

　なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれ

んの償却額は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
（自 平成29年８月１日
至 平成29年10月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年８月１日
至 平成30年10月31日）

減価償却費 106,592千円 107,896千円

のれんの償却額 442千円 442千円
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（株主資本等関係）

　前第１四半期連結累計期間（自 平成29年８月１日 至 平成29年10月31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９月29日
取締役会

普通株式 30,011 10 平成29年７月31日 平成29年10月27日 利益剰余金

２ 基準日が当第１四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１四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30年８月１日 至 平成30年10月31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30年９月28日
取締役会

普通株式 29,994 10 平成30年７月31日 平成30年10月26日 利益剰余金

２ 基準日が当第１四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１四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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　 前第１四半期連結累計期間（自 平成29年８月１日 至 平成29年10月31日）

当社グループは、「情報コミュニケーション事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　 当第１四半期連結累計期間（自 平成30年８月１日 至 平成30年10月31日）

当社グループは、「情報コミュニケーション事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　 １株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
（自 平成29年８月１日

至 平成29年10月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年８月１日

至 平成30年10月31日）

　１株当たり四半期純損失（△） （円） △39.48 △44.64

　（算定上の基礎）

　 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） （千円） △118,462 △133,898

　 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
四半期純損失（△）

（千円） △118,462 △133,898

　普通株式の期中平均株式数 （株） 3,000,589 2,999,480

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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