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1. 2023年8月期第2四半期の業績（2022年8月21日～2023年2月20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 ％

2023年8月期第2四半期 3,378 △5.2 △30 ― △32 ― △26 ―

2022年8月期第2四半期 3,564 △7.6 △55 ― △55 ― △37 ―

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

2023年8月期第2四半期 △4.62 ―

2022年8月期第2四半期 △6.56 ―

(2) 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

2023年8月期第2四半期 7,267 5,211 71.7 902.79

2022年8月期 7,275 5,269 72.4 914.87

（参考）自己資本 2023年8月期第2四半期 5,211百万円 2022年8月期 5,269百万円

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

2022年8月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00

2023年8月期 ― 6.00

2023年8月期（予想） ― 6.00 12.00

（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. 2023年 8月期の業績予想（2022年 8月 21日～2023年 8月20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 8,083 5.3 279 △15.4 271 △18.1 190 △18.9 33.00

（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） 2023年8月期2Q 6,000,000 株 2022年8月期 6,000,000 株

② 期末自己株式数 2023年8月期2Q 227,801 株 2022年8月期 239,801 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年8月期2Q 5,764,503 株 2022年8月期2Q 5,760,199 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、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わが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に対する各種政策の効果もあり、

持ち直しの動きが見られた一方、ウクライナ侵攻の長期化に伴うサプライチェーンの混乱や資源価格の高騰、急激

な為替変動など、依然として先行き不透明な状況が続きました。

　印刷業界におきましては、依然としてWeb化等による印刷需要の減少のほか、原材料の供給面での制約や価格高

騰など、引き続き厳しい状況が続いております。

　このような状況のもと、ＤＰ（データプリント）サービスの製品開発やサービスの充実、販売マネジメントの強

化による創注や原価構造改善に積極的に取り組んでまいりました。

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は33億78百万円（前年同四半期比5.2％減）となりました。利益面に

ついては、営業損失は30百万円（前年同四半期は55百万円の営業損失）、経常損失は32百万円（前年同四半期は55

百万円の経常損失）、四半期純損失は26百万円（前年同四半期は37百万円の四半期純損失）となりました。

品目別売上高につきましては、以下のとおりであります。

前第２四半期累計期間
（自 2021年８月21日
　至 2022年２月20日）

当第２四半期累計期間
（自 2022年８月21日
　至 2023年２月20日）

売上金額（千円） 売上金額（千円） 前年同四半期比(％)

ＢＦ複合サービス 377,640 321,754 85.2

企画商印サービス 80,874 40,766 50.4

ＩＰＤＰサービス 1,025,068 1,268,496 123.7

ＤＭＤＰサービス 2,080,463 1,747,894 84.0

合 計 3,564,047 3,378,911 94.8

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度と比べ８百万円減少し、72億67百万円となりました。

　主な要因は、建設仮勘定が２億85百万円増加したものの、現金及び預金が84百万円、受取手形及び売掛金が61百

万円、機械及び装置（純額）が１億38百万円、リース資産（純額）が66百万円減少したこと等によるものです。

（負債）

当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度と比べ50百万円増加し、20億56百万円となりました。

　主な要因は、短期借入金に含まれる当座借越が１億80百万円、固定負債のリース債務が55百万円減少したもの

の、長期借入金が３億２百万円増加したこと等によるものです。

（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度と比べ58百万円減少し、52億11百万円となりまし

た。主な要因は、利益剰余金が61百万円減少したこと等によるものです。

キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ52百万円

減少し、７億22百万円となりました。また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりで

あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において営業活動によって得られた資金は２億37百万円となりました（前年同四半期は４

億８百万円の支出）。これは、前年同四半期比で売上債権の増減額が５億18百万円増加したこと等によるもので
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す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において投資活動によって支出した資金は、前年同四半期比１億44百万円増加し、３億71

百万円となりました。これは、前年同四半期比で有形固定資産の取得による支出が１億51百万円増加したこと等に

よるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において財務活動によって得られた資金は80百万円となりました（前年同四半期は１億35

百万円の支出）。これは、前年同四半期比で長期借入れによる収入が２億円増加し、長期借入金の返済による支出

が１億77百万円、短期借入金の純増減額が３億円、自己株式の取得による支出が１億１百万円減少したこと等によ

るものです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年8月期の通期の業績予想につきましては、前回公表（2022年９月29日付）いたしました業績予想に変更は

ありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2022年８月20日)

当第２四半期会計期間
(2023年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 807,406 722,525

受取手形及び売掛金 1,019,543 958,186

電子記録債権 460,460 470,288

製品 94,315 123,093

仕掛品 86,426 131,928

原材料及び貯蔵品 134,224 146,381

その他 91,173 53,256

貸倒引当金 △474 △300

流動資産合計 2,693,076 2,605,360

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,251,482 1,209,495

機械及び装置（純額） 1,238,966 1,100,885

土地 965,106 965,106

リース資産（純額） 371,452 304,682

その他（純額） 275,416 599,275

有形固定資産合計 4,102,423 4,179,444

無形固定資産 187,686 186,954

投資その他の資産 292,180 295,431

固定資産合計 4,582,290 4,661,831

資産合計 7,275,367 7,267,191
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(単位：千円)

前事業年度
(2022年８月20日)

当第２四半期会計期間
(2023年２月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 267,160 242,516

短期借入金 486,500 373,210

リース債務 137,404 118,754

未払法人税等 7,583 14,595

賞与引当金 103,885 64,761

役員賞与引当金 8,700 4,350

その他 416,657 385,848

流動負債合計 1,427,891 1,204,036

固定負債

長期借入金 200,000 502,000

リース債務 276,723 221,583

退職給付引当金 71,363 98,934

資産除去債務 14,351 14,351

その他 15,225 15,225

固定負債合計 577,663 852,094

負債合計 2,005,554 2,056,131

純資産の部

株主資本

資本金 460,000 460,000

資本剰余金 285,200 285,200

利益剰余金 4,555,887 4,494,425

自己株式 △101,873 △96,775

株主資本合計 5,199,214 5,142,849

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 70,597 68,210

評価・換算差額等合計 70,597 68,210

純資産合計 5,269,812 5,211,060

負債純資産合計 7,275,367 7,267,191
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年８月21日
　至 2022年２月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年８月21日
　至 2023年２月20日)

売上高 3,564,047 3,378,911

売上原価 2,933,889 2,720,486

売上総利益 630,157 658,425

販売費及び一般管理費 685,773 688,981

営業損失（△） △55,615 △30,556

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 1,401 1,678

助成金収入 250 －

その他 4,322 1,642

営業外収益合計 5,976 3,322

営業外費用

支払利息 5,346 4,896

その他 244 －

営業外費用合計 5,590 4,896

経常損失（△） △55,229 △32,129

特別利益

固定資産売却益 － 219

投資有価証券売却益 321 463

特別利益合計 321 683

特別損失

固定資産売却損 29 －

固定資産除却損 3,231 1,086

投資有価証券評価損 435 －

特別損失合計 3,697 1,086

税引前四半期純損失（△） △58,606 △32,532

法人税、住民税及び事業税 1,000 1,093

法人税等調整額 △21,810 △7,010

法人税等合計 △20,810 △5,916

四半期純損失（△） △37,795 △26,615
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年８月21日
　至 2022年２月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年８月21日
　至 2023年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △58,606 △32,532

減価償却費 339,783 318,258

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 754

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,067 △39,123

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,400 △4,350

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,961 27,571

受取利息及び受取配当金 △1,403 △1,680

支払利息 5,346 4,896

有形固定資産売却損益（△は益） 29 △219

有形固定資産除却損 3,151 1,086

無形固定資産除却損 80 ―

投資有価証券売却損益（△は益） △321 △463

投資有価証券評価損益（△は益） 435 ―

売上債権の増減額（△は増加） △466,782 51,528

棚卸資産の増減額（△は増加） △45,714 △86,437

仕入債務の増減額（△は減少） 240,435 △24,644

未払消費税等の増減額（△は減少） △78,408 △14,063

その他 △149,122 △13,634

小計 △239,582 186,946

利息及び配当金の受取額 1,403 1,680

利息の支払額 △5,170 △5,253

法人税等の支払額 △165,101 △1,093

法人税等の還付額 ― 55,551

営業活動によるキャッシュ・フロー △408,450 237,830

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 △31,200 △16,000

定期預金の払戻による収入 75,600 48,000

有形固定資産の取得による支出 △236,422 △387,718

有形固定資産の売却による収入 1,251 220

無形固定資産の取得による支出 △14,626 △17,365

投資有価証券の売却による収入 381 1,930

その他 △21,985 △95

投資活動によるキャッシュ・フロー △227,001 △371,028

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） 120,000 △180,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △91,054 △73,790

長期借入れによる収入 200,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △208,350 △31,290

自己株式の取得による支出 △101,745 ―

配当金の支払額 △53,866 △34,603

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,015 80,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △770,468 △52,880

現金及び現金同等物の期首残高 1,302,145 775,406

現金及び現金同等物の四半期末残高 531,677 722,525

　



8

（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。

　


