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（百万円未満切捨て） 
１．2021年 12月期第２四半期の業績（2021年１月１日～2021年６月30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 12月期第２四半期 4,565 22.1 413 67.0 441 74.0 317 93.8 
2020年 12月期第２四半期 3,740 0.8 247 23.9 253 22.7 163 17.1 

 

 
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 12月期第２四半期 55.18 ― 
2020年 12月期第２四半期 28.34 ― 

 
（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 12月期第２四半期 10,402 7,445 71.6 
2020年 12月期 9,520 7,202 75.7 

（参考）自己資本  2021年 12月期第２四半期  7,445百万円  2020年 12月期  7,202百万円 

 
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 12月期 ― ― ― 23.00 23.00    
2021年 12月期 ― ―       

2021年 12月期(予想)   ― 23.00 23.00    

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有 

 
３．2021年 12月期の業績予想（2021年１月１日～2021年 12月31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 8,300 14.4 350 △21.4 350 △22.1 250 △29.5 43.43 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有 

 



 

※ 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12月期２Ｑ 5,815,294株 2020年12月期 5,815,294株 

②  期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 65,565株 2020年12月期 33,266株 

③  期中平均株式数(四半期累計) 2021年12月期２Ｑ 5,756,865株 2020年12月期２Ｑ 5,782,028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 

本資料に記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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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当
たっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）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２四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、緊急事態宣言やま

ん延防止等重点措置などの感染防止策が行われるたびに、経済活動が制約され、停滞しております。国内において

もワクチン接種が始まりましたが、新型コロナウイルス感染症の収束時期の見通しは立たず、依然として先行き不

透明な状況が続いております。

　フォーム印刷業界におきましては、公的部門においてもペーパレス推進が本格化し、民間部門も含めて、ビジネ

スフォームの減少スピードは一段と速まっており、厳しい状況が続いております。

　この様な情勢の中、新型コロナウイルス感染症のワクチン業務関連における公的機関の案件の取り込みと、業態

改革に伴うアウトソーシングの動きを捉え、紙による通知・返信のプロセスとWEBによる情報交換プロセスとの一

括受注を図ってまいりました。この結果、売上高4,565百万円（前年同四半期比22.1％増）、営業利益413百万円

（前年同四半期比67.0％増）、経常利益441百万円（前年同四半期比74.0％増）、四半期純利益317百万円（前年同

四半期比93.8％増）となりました。

　なお、売上状況につきましては、ビジネスフォーム1,429百万円（前年同四半期比6.7％増）、一般帳票類821百

万円（前年同四半期比11.5％増）、データプリント及び関連加工2,153百万円（前年同四半期比40.9％増）、サプ

ライ商品160百万円（前年同四半期比19.3％増）となっております。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

　当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて882百万円増加し、10,402百万円となりま

した。資産の部においては、流動資産が933百万円増加し4,294百万円、固定資産が50百万円減少し6,107百万円

となりました。また、負債の部においては、流動負債が776百万円増加し2,341百万円、固定負債が136百万円減

少し616百万円となりました。この結果、純資産の部においては、242百万円増加し7,445百万円となり、自己資

本比率が71.6％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比

べ80百万円増加し、2,257百万円となりました。

　当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は111百万円（前年同四半期は249百万円の獲得）となりました。これは主として

税引前四半期純利益465百万円、減価償却費158百万円、売上債権の増加額680百万円、仕入債務の増加額494百万

円、役員退職慰労引当金の減少額241百万円及び法人税等の支払額67百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は235百万円（前年同四半期は121百万円の獲得）となりました。これは主として

投資有価証券の取得による支出74百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入121百万円及び保険積立金の

解約による収入185百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は265百万円（前年同四半期は243百万円の使用）となりました。これは主として

配当金の支払132百万円及びリース債務の返済による支出109百万円によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年12月期の通期業績予想につきましては、2021年２月10日に公表いたしました業績予想から修正しておりま

す。詳細につきましては、本日公表の「第２四半期累計期間の業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正

並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年12月31日)

当第２四半期会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,176,907 2,257,858

受取手形及び売掛金 790,093 1,470,709

製品 157,606 200,045

仕掛品 8,540 27,111

原材料 35,394 31,117

その他 193,655 308,761

貸倒引当金 △474 △804

流動資産合計 3,361,723 4,294,799

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,162,442 1,132,931

機械及び装置（純額） 88,057 77,051

土地 2,507,281 2,506,345

その他（純額） 540,776 613,757

有形固定資産合計 4,298,557 4,330,085

無形固定資産 47,410 40,246

投資その他の資産

投資有価証券 978,930 1,060,172

その他 836,920 680,437

貸倒引当金 △3,268 △3,268

投資その他の資産合計 1,812,581 1,737,341

固定資産合計 6,158,549 6,107,673

資産合計 9,520,273 10,402,472

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 820,349 1,315,128

未払法人税等 82,767 217,606

引当金 54,549 116,137

その他 607,398 692,211

流動負債合計 1,565,064 2,341,084

固定負債

役員退職慰労引当金 241,400 －

資産除去債務 27,806 28,093

その他 483,671 588,014

固定負債合計 752,878 616,108

負債合計 2,317,942 2,957,193

純資産の部

株主資本

資本金 798,288 798,288

資本剰余金 600,052 602,114

利益剰余金 5,644,893 5,820,213

自己株式 △20,862 △34,535

株主資本合計 7,022,371 7,186,081

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 179,959 259,197

評価・換算差額等合計 179,959 259,197

純資産合計 7,202,331 7,445,279

負債純資産合計 9,520,273 10,402,472

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)

前第２四半期累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 3,740,314 4,565,226

売上原価 2,829,031 3,475,586

売上総利益 911,282 1,089,639

販売費及び一般管理費 663,894 676,405

営業利益 247,388 413,234

営業外収益

受取利息 2 575

受取配当金 10,858 10,794

受取保険金 2,969 25,334

受取賃貸料 2,011 968

雑収入 2,381 2,685

営業外収益合計 18,223 40,358

営業外費用

支払利息 8,963 7,652

保険解約損 － 217

固定資産除却損 5 66

複合金融商品評価損 － 335

雑損失 2,803 3,760

営業外費用合計 11,772 12,031

経常利益 253,839 441,560

特別利益

固定資産売却益 － 14,336

投資有価証券売却益 15,146 14,647

その他 － 100

特別利益合計 15,146 29,084

特別損失

固定資産売却損 － 2,330

投資有価証券売却損 353 1,157

減損損失 － 1,192

投資有価証券評価損 13,240 －

特別損失合計 13,593 4,679

税引前四半期純利益 255,392 465,965

法人税、住民税及び事業税 116,388 196,814

法人税等調整額 △24,861 △48,501

法人税等合計 91,526 148,312

四半期純利益 163,865 317,652

（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 255,392 465,965

減価償却費 161,418 158,477

減損損失 － 1,192

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,700 △241,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,200 △22,400

賞与引当金の増減額（△は減少） 84,067 83,988

受取利息及び受取配当金 △10,861 △11,369

支払利息 8,963 7,652

固定資産除売却損益（△は益） 5 △11,939

投資有価証券売却損益（△は益） △14,793 △13,489

投資有価証券評価損益（△は益） 13,240 －

売上債権の増減額（△は増加） △313,351 △680,616

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,432 △56,732

仕入債務の増減額（△は減少） 261,186 494,779

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,531 △54,720

その他 △7,293 52,511

小計 363,509 171,899

利息及び配当金の受取額 10,861 11,369

利息の支払額 △8,963 △7,652

法人税等の支払額 △118,872 △67,407

その他 2,969 3,002

営業活動によるキャッシュ・フロー 249,503 111,211

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 △14,215 △20,600

有形固定資産の売却による収入 － 10

無形固定資産の取得による支出 △10,880 －

有価証券の取得による支出 － △34,100

有価証券の償還による収入 － 34,100

投資有価証券の取得による支出 △16,788 △74,640

投資有価証券の売却及び償還による収入 168,129 121,266

投資不動産の売却による収入 － 26,930

保険積立金の解約による収入 － 185,159

その他 △4,245 △2,518

投資活動によるキャッシュ・フロー 121,999 235,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △110,878 △109,862

配当金の支払額 △132,986 △132,986

自己株式の取得による支出 － △23,017

財務活動によるキャッシュ・フロー △243,864 △265,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 127,638 80,950

現金及び現金同等物の期首残高 1,641,583 2,176,907

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,769,221 2,257,858

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、印刷関連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。

３．その他

（公正取引委員会による立ち入り検査について）

　当社は、2019年10月８日に日本年金機構が発注する帳票の作成及び発送準備業務に関して、独占禁止法違反の疑い

があるとして、公正取引委員会の立ち入り検査を受けました。当社といたしましては、公正取引委員会による検査に

全面的に協力してまいります。
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