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1. 2021年4月期第3四半期の業績（2020年5月1日～2021年1月31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 ％

2021年4月期第3四半期 790 △19.7 △673 ― △657 ― △700 ―

2020年4月期第3四半期 983 △0.4 △541 ― △519 ― △543 ―

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

2021年4月期第3四半期 △1,856.63 ―

2020年4月期第3四半期 △1,439.85 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年4月期第3四半期 3,672 2,451 66.7

2020年4月期 4,347 3,188 73.3

（参考）自己資本 2021年4月期第3四半期 2,451百万円 2020年4月期 3,188百万円

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

2020年4月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00

2021年4月期 ― 0.00 ―

2021年4月期（予想） 100.00 100.00

（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. 2021年 4月期の業績予想（2020年 5月 1日～2021年 4月30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 2,300 △18.4 △380 ― △360 ― △400 ― △1,059.70

（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 ： 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

(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） 2021年4月期3Q 381,300 株 2020年4月期 381,300 株

② 期末自己株式数 2021年4月期3Q 3,835 株 2020年4月期 3,835 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年4月期3Q 377,465 株 2020年4月期3Q 377,465 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断に基づくものであり、今後の経済情勢、事業運営におけるさまざまな状況変化によって、
実際の業績は見通しと異なる場合があります。なお、予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料の2ページを参照して下ださい。
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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（2020年5月1日～2021年1月31日）の経済情勢は、2020年10～12月期の国内総生産（GDP）

の速報値が年率換算で12.7％増とコロナ危機からの回復となりましたが、その後は再度の緊急事態宣言からマイナ

ス成長に逆戻りする見通しで景気の失速も現実味を帯びてまいりました。また、印刷業界におきましては、2021年

1月の紙・板紙の国内出荷量が前年同月比3.8％減となり、前年を下回るのは18ヵ月連続でコロナ禍により印刷市場

の低迷が長期化してまいりました。

　このような経営環境の下、当社の当第3四半期累計期間における経営成績は次のとおりとなりました。学校アル

バム部門の売上高につきましては、前年同期間比11.4％減の399百万円となり、一般商業印刷部門の売上高につき

ましては、前年同期間比26.7％減の390百万円となりまして、全売上高は前年同期間比19.7％減の790百万円となり

ました。

　なお、この売上減少の理由につきましては、下記の新型コロナウイルス感染流行が経営成績に及ぼす影響につい

てにおいて記述しております。

　また、損益面におきましては、費用の削減等につとめてまいりましたが、上記の売上減少（前年同期間比19.7％

減・193百万円減）の影響が大きく、営業損失673百万円（前年同期間比131百万円損失増）、経常損失657百万円

（前年同期間比137百万円損失増）、四半期純損失700百万円（前年同期間比157百万円損失増）となりました。

（新型コロナウイルスの感染流行が経営成績に及ぼす影響について）

１.学校アルバム部門

　第3四半期累計期間におきましては、主に卒業式納品のアルバムや記念誌等の売上となりますが、第2四半期累計

期間までの状況に変化はなく、卒業アルバムの編集の遅れ等から納品のずれ込む事態となるとともに、印刷業界全

体の不況から学校アルバム部門においても想定以上に価格下落や受注量の減少となっております。

２.一般商業印刷部門

　新型コロナウイルス感染拡大が続き企業活動が縮小する中で緊急事態宣言の再発出もあり、これらを受けて印刷

需要が減退する一方で、学校行事の中止等により写真プリント販売も減少し、一部は第2四半期累計期間より少し

は改善したものの、全体としては厳しい状況が続いております。

（季節変動について）

　当社の年間売上高のおよそ74％を占める学校アルバム部門は卒業時期の2月、3月に売上が集中いたしますので、

この第3四半期累計期間の売上高は年間売上高の4分の3前後にはなりませんし、損益につきましても固定費等の発

生が先行いたしますので、第3四半期累計期間においては、現在のところ損失となることが避けられず、上記のよ

うな損益状況となります。

（２）財政状態に関する説明

　当第3四半期末における財政状態につきましては、総資産が3,672百万円と前事業年度末に比べ675百万円減少と

なっております。これは主として上記売上高の季節変動に起因する現金及び預金の1,176百万円減少および受取手

形及び売掛金の217百万円減少、たな卸資産（「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」）の496百万円増

加といった内容の変化はありますが、例年に比べ大きな変化はありません。

　また、純資産は2,451百万円と前事業年度末に比べ737百万円減少しておりますが、これも同じく売上高の季節変

動による当第3四半期累計期間純損失700百万円等による利益剰余金の減少738百万円等によるものであり、例年同

様であります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期の見通しにつきましては、概ね予想どおり推移しており、現時点におきましては、2020年12月9日発表

「2021年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の業績予想から変更はありません。
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年４月30日)

当第３四半期会計期間
(2021年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,301,172 124,853

受取手形及び売掛金 333,237 115,855

商品及び製品 2,730 269,334

仕掛品 64,645 266,976

原材料及び貯蔵品 55,571 82,773

その他 18,336 65,527

貸倒引当金 △2,800 △1,300

流動資産合計 1,772,894 924,020

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 609,001 588,083

機械及び装置（純額） 656,107 837,067

土地 929,190 929,190

その他（純額） 55,137 97,604

有形固定資産合計 2,249,436 2,451,945

無形固定資産 45,232 43,140

投資その他の資産

その他 289,551 261,529

貸倒引当金 △9,300 △7,900

投資その他の資産合計 280,251 253,629

固定資産合計 2,574,920 2,748,715

資産合計 4,347,814 3,672,736

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 311,999 235,997

未払法人税等 17,691 6,466

賞与引当金 67,000 34,000

その他 244,727 421,042

流動負債合計 641,418 697,506

固定負債

長期預り敷金 30,170 30,170

長期預り保証金 94,000 89,500

退職給付引当金 128,147 131,603

役員退職慰労引当金 248,248 255,516

資産除去債務 17,419 17,419

固定負債合計 517,985 524,209

負債合計 1,159,403 1,221,715

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年４月30日)

当第３四半期会計期間
(2021年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 929,890 929,890

資本剰余金 1,691,419 1,691,419

利益剰余金 585,297 △153,262

自己株式 △17,217 △17,217

株主資本合計 3,189,390 2,450,830

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △979 190

評価・換算差額等合計 △979 190

純資産合計 3,188,410 2,451,020

負債純資産合計 4,347,814 3,672,736
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　2019年５月１日
　至　2020年１月31日)

当第３四半期累計期間
(自　2020年５月１日

　至　2021年１月31日)

売上高 983,458 790,087

売上原価 1,142,514 1,096,890

売上総損失（△） △159,055 △306,803

販売費及び一般管理費 382,676 366,518

営業損失（△） △541,732 △673,321

営業外収益

受取利息 95 49

受取配当金 7,594 2,905

不動産賃貸収入 23,175 23,265

その他 2,958 1,854

営業外収益合計 33,823 28,074

営業外費用

不動産賃貸原価 11,945 11,945

営業外費用合計 11,945 11,945

経常損失（△） △519,854 △657,193

特別利益

固定資産売却益 16,299 132

特別利益合計 16,299 132

特別損失

固定資産除却損 19,081 11,432

特別損失合計 19,081 11,432

税引前四半期純損失（△） △522,636 △668,492

法人税、住民税及び事業税 5,735 5,010

法人税等調整額 15,121 27,310

法人税等合計 20,857 32,320

四半期純損失（△） △543,493 △700,813

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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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。

　　（追加情報）

　　（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）

　　　　新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りにつきましては、前事業年度の有価証券報告書においては

　　　「2021年4月期の半ばまでには、通常の経済活動を取り戻す」との前提にしておりましたが、直近の感染状況等を

　　　ふまえて再検討し、一年延長して「2022年4月期の半ばまでには、通常の経済活動を取り戻す」との前提におい

　　　て、固定資産に関する減損損失の認識要否の判断及び繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りを行っ

　　　ております。

期別 前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間

増減金額 増減率

前事業年度

　　(自　2019年5月1日 　　(自　2020年5月1日 　　(自　2019年5月1日

　　 至　2020年1月31日) 　　 至　2021年1月31日) 　　 至　2020年4月30日）

区分 金　額 構成比率 金　額 構成比率 金　額 構成比率

千円 　　　 ％ 千円 ％   千円     ％ 千円 ％

学校アルバム 450,944 45.9 399,728 50.6 △51,216 △11.4 2,100,168 74.5

一般商業印刷 532,514 54.1 390,358 49.4 △142,155 △26.7 718,823 25.5

合　計 983,458 100.0 790,087 100.0 △193,371 △19.7 2,818,992 100.0

期別 前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間 前事業年度

　　（自　2019年5月1日 　　（自　2020年5月1日 　　（自　2019年5月1日

　　　至　2020年1月31日) 　　　至　2021年1月31日) 　　　至　2020年4月30日）

区分 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

千円 千円 千円 千円 千円 千円

学校アルバム 1,546,942 1,331,140 1,369,639 1,208,492 2,103,608 238,582

一般商業印刷 531,464 13,580 394,418 15,890 716,023 11,830

合　計 2,078,406 1,344,720 1,764,058 1,224,382 2,819,632 250,412

３．補足情報

（1）部門別売上高並びに受注高及び受注残高

①部門別売上高

②部門別受注高及び受注残高
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