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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２四半期連結会計期間（令和元年11月１日から令和

２年１月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（令和元年８月１日から令和２年１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
(令和元年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和２年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,232,110 2,869,830

受取手形及び売掛金 1,508,338 2,622,402

商品及び製品 25,319 20,793

仕掛品 34,362 13,341

原材料及び貯蔵品 1,018,761 780,259

その他 112,945 442,638

貸倒引当金 △446 △1,049

流動資産合計 3,931,391 6,748,216

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 766,806 720,112

土地 1,163,579 1,163,579

その他（純額） 1,525,406 2,013,863

有形固定資産合計 3,455,792 3,897,555

無形固定資産

その他 282,530 372,667

無形固定資産合計 282,530 372,667

投資その他の資産

投資有価証券 687,616 720,224

関係会社株式 24,722 17,842

その他 547,852 552,284

貸倒引当金 △64,151 △52,368

投資その他の資産合計 1,196,040 1,237,982

固定資産合計 4,934,363 5,508,206

繰延資産

社債発行費 4,593 3,403

繰延資産合計 4,593 3,403

資産合計 8,870,348 12,259,826
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(単位：千円)

前連結会計年度
(令和元年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和２年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,040,907 1,612,271

短期借入金 ※ 1,750,000 ※ 2,970,700

1年内償還予定の社債 － 600,000

1年内返済予定の長期借入金 586,835 575,105

未払法人税等 7,316 201,848

賞与引当金 14,435 14,325

工場閉鎖損失引当金 15,428 46,285

その他 460,661 1,444,564

流動負債合計 3,875,584 7,465,100

固定負債

社債 1,300,000 700,000

長期借入金 1,023,645 915,223

その他 388,524 587,810

固定負債合計 2,712,170 2,203,034

負債合計 6,587,754 9,668,135

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 1,212,385 1,498,919

自己株式 △21,878 △21,878

株主資本合計 2,055,349 2,341,884

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 226,837 249,054

その他の包括利益累計額合計 226,837 249,054

非支配株主持分 406 752

純資産合計 2,282,594 2,591,691

負債純資産合計 8,870,348 12,259,826
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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30年８月１日
　至 平成31年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和元年８月１日
　至 令和２年１月31日)

売上高 ※ 12,223,642 ※ 12,312,657

売上原価 8,802,394 8,944,871

売上総利益 3,421,248 3,367,785

販売費及び一般管理費

運賃 986,878 970,761

給料及び手当 777,858 779,684

貸倒引当金繰入額 949 2,711

賞与引当金繰入額 11,004 10,731

その他 1,026,628 1,050,120

販売費及び一般管理費合計 2,803,319 2,814,009

営業利益 617,928 553,776

営業外収益

受取利息 233 161

受取配当金 4,474 4,652

受取賃貸料 10,943 11,436

作業くず売却益 6,861 6,458

受取手数料 18,894 13,965

保険解約返戻金 1,260 －

貸倒引当金戻入額 27,206 13,920

その他 8,299 6,142

営業外収益合計 78,172 56,738

営業外費用

支払利息 25,367 27,729

その他 1,326 4,113

営業外費用合計 26,693 31,842

経常利益 669,407 578,672

特別利益

固定資産売却益 128 －

特別利益合計 128 －

特別損失

固定資産除却損 745 4,428

工場閉鎖損失引当金繰入額 － 30,857

のれん減損損失 6,201 －

減損損失 － 3,717

関係会社株式評価損 － 6,880

特別損失合計 6,947 45,883

税金等調整前四半期純利益 662,589 532,788

法人税、住民税及び事業税 205,894 182,575

法人税等調整額 13,749 33,339

法人税等合計 219,644 215,914

四半期純利益 442,945 316,874

非支配株主に帰属する四半期純利益 373 345

親会社株主に帰属する四半期純利益 442,571 316,528
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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30年８月１日
　至 平成31年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和元年８月１日
　至 令和２年１月31日)

四半期純利益 442,945 316,874

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △38,396 22,217

その他の包括利益合計 △38,396 22,217

四半期包括利益 404,548 339,091

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 404,174 338,862

非支配株主に係る四半期包括利益 373 228
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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30年８月１日
　至 平成31年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和元年８月１日
　至 令和２年１月31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 662,589 532,788

減価償却費 223,376 263,526

減損損失 － 3,717

のれん償却額 885 －

のれん減損損失 6,201 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,257 △11,152

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,195 △110

工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 30,857

受取利息及び受取配当金 △4,707 △4,813

保険解約返戻金 △1,260 －

支払利息 25,367 27,729

為替差損益（△は益） 15 14

固定資産売却益 △128 －

固定資産除却損 745 4,428

関係会社株式評価損 － 6,880

売上債権の増減額（△は増加） △1,453,506 △1,114,064

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,018 264,049

仕入債務の増減額（△は減少） 849,465 571,363

未払消費税等の増減額（△は減少） 210,729 213,658

その他 △524,127 403,165

小計 △138,824 1,192,039

利息及び配当金の受取額 4,496 4,819

利息の支払額 △24,873 △27,185

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △47,423 2,692

営業活動によるキャッシュ・フロー △206,625 1,172,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △243,071 △403,821

有形固定資産の売却による収入 5,531 －

有形固定資産の除却による支出 △745 △235

投資有価証券の取得による支出 △4,450 △4,536

投資有価証券の売却による収入 － 2,000

貸付けによる支出 △800 －

貸付金の回収による収入 3,852 3,376

無形固定資産の取得による支出 △53,729 △158,013

差入保証金の差入による支出 △12 △3,031

差入保証金の回収による収入 － 865

保険積立金の積立による支出 △15,093 △523

保険積立金の解約による収入 3,684 －

その他 △8,341 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △313,177 △563,899
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成30年８月１日
　至 平成31年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和元年８月１日
　至 令和２年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,100,000 1,220,700

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △360,772 △320,152

リース債務の返済による支出 △25,757 △41,304

配当金の支払額 △29,891 △29,975

自己株式の取得による支出 △1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,683,577 1,029,267

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 △14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,163,758 1,637,719

現金及び現金同等物の期首残高 1,047,145 1,232,110

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,210,904 ※ 2,869,830
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　※ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約

運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結してお

ります。

　これらの契約に基づく当四半期連結会計期間末におけ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
（令和元年７月31日）

当第２四半期連結会計期間
（令和２年１月31日）

当座貸越契約の総額 5,400,000千円 8,300,000千円

借入実行残高 1,750,000千円 2,970,000千円

差引額 3,650,000千円 5,330,000千円

（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２四半期連結累計期間（自 平成30年８月１日 至 平成31年１月31日）及び当第２四半期連結累計期間

　（自 令和元年８月１日 至 令和２年１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）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のと

おりであります。

前第２四半期連結累計期間
（自 平成30年８月１日
至 平成31年１月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 令和元年８月１日
至 令和２年１月31日）

現金及び預金 2,210,904千円 2,869,830千円

現金及び現金同等物 2,210,904千円 2,869,830千円
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（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自 平成30年８月１日 至 平成31年１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31年３月15日
取締役会

普通株式 29,994 10 平成31年１月31日 平成31年４月15日 利益剰余金

当第２四半期連結累計期間（自 令和元年８月１日 至 令和２年１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

令和元年９月27日
取締役会

普通株式 29,994 10 令和元年７月31日 令和元年10月28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

令和２年３月13日
取締役会

普通株式 29,994 10 令和２年１月31日 令和２年４月13日 利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　 前第２四半期連結累計期間（自 平成30年８月１日 至 平成31年１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２四半期連結累計期間（自 令和元年８月１日 至 令和２年１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株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
（自 平成30年８月１日

至 平成31年１月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 令和元年８月１日
至 令和２年１月31日）

１株当たり四半期純利益 （円） 147.55 105.53

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益 （千円） 442,571 316,528

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
四半期純利益

（千円） 442,571 316,528

普通株式の期中平均株式数 （株） 2,999,480 2,999,433

（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。

２【その他】

第49期（令和元年８月１日から令和２年７月31日まで）中間配当については、令和２年３月13日開催の取締役会に

おいて、令和２年１月31日の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いた

しました。

　① 配当金の総額 29,994千円

② １株当たりの金額 10円00銭

　③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 令和２年４月13日
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