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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第１四半期の業績（2019年４月１日～2019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 ％

2020年３月期第１四半期 64 △16.0 △42 - △42 - △29 -

2019年３月期第１四半期 76 31.5 △43 - △42 - △29 -
　

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

2020年３月期第１四半期 △18.56 -

2019年３月期第１四半期 △18.42 -
　

(注）当社は2019年３月１日開催の当社取締役会の決議に基づき、2019年４月１日付けで１株につき２株の株式分割
を行っております。そのため、前事業年度の期首に株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定し
ております。

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年３月期第１四半期 1,101 930 84.4

2019年３月期 1,160 959 82.7
(参考) 自己資本 2020年３月期第１四半期 929百万円 2019年３月期 959百万円

　

　

　

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

2019年３月期 - 0.00 - 0.00 0.00

2020年３月期 -

2020年３月期(予想) 0.00 - 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

　

３．2020年３月期の業績予想（2019年４月１日～2020年３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 900 18.9 150 48.7 150 175.7 80 105.7 50.14

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 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) 2020年３月期１Ｑ 1,696,000株 2019年３月期 1,696,000株

② 期末自己株式数 2020年３月期１Ｑ 100,600株 2019年３月期 100,600株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期１Ｑ 1,595,400株 2019年３月期１Ｑ 1,595,400株
　

当社は2019年３月１日開催の当社取締役会の決議に基づき、2019年４月１日付けで１株につき２株の株式分割を行っ
ております。そのため、前事業年度の期首に株式分割が行われたと仮定して期末発行済株式数、期末自己株式数及び
期中平均株式数を算出しております。

　

※ 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

当社は、既存顧客への運用支援を行いながら製品の品質・機能をさらに向上させ、顧客満足度を上げることにより

ユーザとの信頼関係を築きつつ、競争力のさらなる強化に努め、新規ユーザを獲得すべく営業活動に邁進してまいり

ました。

　当社の売上区分は、大別して、商品売上および製品＆サービス売上により構成され、さらに、製品＆サービス売上

は、製品売上、受託開発売上および保守売上により構成されます。

当第１四半期累計期間におきましては、前年同四半期比として、製品売上高の減少に伴い全体の売上高は減少しま

したが、製品売上原価の半減、ならびに販売費及び一般管理費の減少により、セグメント全体の損失および営業損失

は減少しました。

その結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高は64,218千円（前年同四半期比16.0％減）、営業損失は42,442

千円（前年同四半期は営業損失43,503千円）、経常損失は42,169千円（前年同四半期は経常損失42,130千円）、四半

期純損失は29,603千円（前年同四半期は四半期純損失29,386千円）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　（イメージング＆プリンタコントローラ事業）

当事業におきましては、主に産業用インクジェット・プリンタ用制御ソフトウェア、広巾長尺プロッタ用制御ソ

フトウェア、ポストスクリプト・ラスタライザの開発、販売および保守業務を行なっております。

　当第１四半期累計期間におきましては、前年同四半期比として、製品売上高および保守売上高の減少に伴い売上

高は減少しましたが、製品売上原価が大幅に減少したことによりセグメント利益は増加し、減収増益となりまし

た。

その結果、売上高は15,788千円（前年同四半期比39.1％減）、利益は6,410千円（前年同四半期比13.3％増）とな

りました。

　（ストレージソリューション事業）

当事業におきましては、主に可搬型記憶媒体システムの開発、販売、保守および将来の製品開発のための研究開

発業務を行なっております。

当第１四半期累計期間におきましては、前年同四半期比として、商品売上高および保守売上高は僅かに増加しま

したが、製品売上高の減少に伴い売上高が減少し、セグメント損失は増加しました。

その結果、売上高は4,113千円（前年同四半期比22.2％減）、損失は10,725千円（前年同四半期損失は8,929千

円）となりました。

　（セキュリティ事業）

当事業におきましては、主にセキュリティプリントシステムおよび統合監視映像システムの開発、販売、保守お

よび将来の製品開発のための研究開発業務を行なっております。

当第１四半期累計期間におきましては、前年同四半期比として、製品売上高の僅かな減少に伴い売上高も僅かに

減少しましたが、製品売上および保守売上原価ならびに販売費及び一般管理費が減少したことにより、営業損失は

減少しました。

その結果、売上高は39,617千円（前年同四半期比1.6％減）、損失は7,572千円（前年同四半期損失は11,464千

円）となりました。

　（ビジネスソリューション事業）

当事業におきましては、主に顧客のニーズに応じた特殊なソフトウェアの受託開発、販売および保守業務を行な

っております。

当第１四半期累計期間におきましては、前年同四半期比として、受託開発売上高は等しく、商品売上高、製品売

上高および保守売上高の僅かな減少に伴い売上高も僅かに減少し、また、販売費及び一般管理費の増加によりセグ

メント利益は減少し、減収減益となりました。

その結果、売上高は4,699千円（前年同四半期比5.9％減）、利益は501千円（前年同四半期比49.6％減）となりま

した。
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりです。

　

　（流動資産）

当第１四半期会計期間末の流動資産合計は955,760千円と前事業年度末に比べて72,220千円減少しました。減少し

た主な要因は、現金及び預金が207,461千円増加しましたが、受取手形及び売掛金が318,427千円減少したこと等に

よるものです。

　（固定資産）

当第１四半期会計期間末の固定資産合計は145,835千円と前事業年度末に比べて13,015千円増加しました。増加し

た主な要因は、繰延税金資産が12,871千円増加したこと等によるものです。

　（流動負債）

当第１四半期会計期間末の流動負債合計は111,863千円と前事業年度末に比べて29,451千円減少しました。減少し

た主な要因は、前受金が41,749千円増加しましたが、買掛金が18,140千円、未払消費税等が18,035千円、未払金が

17,257千円、未払法人税等が16,004千円減少したこと等によるものです。

　（固定負債）

当第１四半期会計期間末の固定負債合計は59,700千円と前事業年度末に比べて増減はありません。

　（純資産）

当第１四半期会計期間末の純資産合計は930,032千円と前事業年度末に比べて29,753千円減少しました。減少した

主な要因は、利益剰余金が29,603千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

2019年５月15日に公表いたしました2020年３月期の業績予想に変更はありません。

なお、2019年７月にイメージング＆プリンタコントローラ事業におきまして大型案件を受注し、2019年７月31日時

点における全事業の受注残高の合計額は、561,443千円となっております。
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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
(2019年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 587,348 794,809

受取手形及び売掛金 378,838 60,410

商品及び製品 31,511 54,782

仕掛品 10,033 25,741

貯蔵品 45 45

前払費用 20,679 18,963

未収還付法人税等 - 260

その他 16 817

貸倒引当金 △490 △70

流動資産合計 1,027,981 955,760

固定資産

有形固定資産

建物 12,702 12,702

減価償却累計額 △11,710 △11,750

建物（純額） 992 952

車両運搬具 12,708 12,708

減価償却累計額 △12,708 △12,708

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 53,884 54,258

減価償却累計額 △43,645 △44,811

工具、器具及び備品（純額） 10,238 9,446

有形固定資産合計 11,231 10,398

無形固定資産

商標権 25 14

ソフトウエア 5,294 5,108

電話加入権 1,569 1,569

無形固定資産合計 6,889 6,692

投資その他の資産

投資有価証券 8,413 8,205

関係会社株式 21,000 21,000

出資金 10 10

長期前払費用 19,520 19,520

差入保証金 40,421 41,803

保険積立金 17,564 17,564

預託金 22 22

繰延税金資産 1,746 14,617

その他 6,000 6,000

投資その他の資産合計 114,698 128,744

固定資産合計 132,819 145,835

資産合計 1,160,801 1,101,596
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2019年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 36,014 17,873

未払金 21,560 4,303

未払費用 17,228 15,477

未払法人税等 17,219 1,215

未払消費税等 18,035 -

前受金 26,168 67,917

預り金 5,040 5,029

その他 47 47

流動負債合計 141,315 111,863

固定負債

長期未払金 59,700 59,700

固定負債合計 59,700 59,700

負債合計 201,015 171,563

純資産の部

株主資本

資本金 401,200 401,200

資本剰余金

資本準備金 395,700 395,700

資本剰余金合計 395,700 395,700

利益剰余金

利益準備金 200 200

その他利益剰余金

別途積立金 5,000 5,000

繰越利益剰余金 188,141 158,538

利益剰余金合計 193,341 163,738

自己株式 △36,271 △36,271

株主資本合計 953,970 924,366

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,656 5,511

評価・換算差額等合計 5,656 5,511

新株予約権 160 154

純資産合計 959,786 930,032

負債純資産合計 1,160,801 1,101,596

決算短信（宝印刷） 2019年07月31日 13時07分 7ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



― 6 ―

（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 76,455 64,218

売上原価 41,372 29,548

売上総利益 35,083 34,670

販売費及び一般管理費 78,586 77,112

営業損失（△） △43,503 △42,442

営業外収益

受取利息及び配当金 191 217

保険事務手数料 197 41

為替差益 - 13

受取賃貸料 1,050 -

その他 0 0

営業外収益合計 1,438 272

営業外費用

為替差損 66 -

営業外費用合計 66 -

経常損失（△） △42,130 △42,169

特別利益

新株予約権戻入益 - 6

特別利益合計 - 6

特別損失

固定資産減損損失 - 174

特別損失合計 - 174

税引前四半期純損失（△） △42,130 △42,338

法人税、住民税及び事業税 72 72

法人税等調整額 △12,816 △12,807

法人税等合計 △12,744 △12,734

四半期純損失（△） △29,386 △29,603
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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。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント

合計イメージング＆
プリンタコントロ

ーラ事業

ストレージソリュ

ーション事業

セキュリティ

事業

ビジネスソリュー

ション事業

売上高

外部顧客に対する売上高 25,911 5,290 40,258 4,994 76,455

セグメント間の内部売上高又は
振替高

－ － － － －

計 25,911 5,290 40,258 4,994 76,455

セグメント利益又は損失(△) 5,656 △8,929 △11,464 995 △13,742

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 △13,742

全社費用（注） △29,760

四半期損益計算書の営業損失(△) △43,503

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント

合計イメージング＆
プリンタコントロ

ーラ事業

ストレージソリュ

ーション事業

セキュリティ

事業

ビジネスソリュー

ション事業

売上高

外部顧客に対する売上高 15,788 4,113 39,617 4,699 64,218

セグメント間の内部売上高又は
振替高

－ － － － －

計 15,788 4,113 39,617 4,699 64,218

セグメント利益又は損失(△) 6,410 △10,725 △7,572 501 △11,385

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 △11,385

全社費用（注） △31,056

四半期損益計算書の営業損失(△) △42,442

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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３．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

(受注状況)

　 当第１四半期累計期間の受注状況をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

受注高
(千円)

前年同期比
(％)

受注残高
(千円)

前年同期比
(％)

イメージング＆プリンタコントローラ事業 65,631 △43.6 160,605 △4.4

ストレージソリューション事業 3,667 △27.0 4,733 △2.0

セキュリティ事業 85,119 △39.6 172,669 △2.4

ビジネスソリューション事業 8,240 2.8 3,658 11.7

合計 162,657 △39.8 341,666 △3.2

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．受注残高合計の内、当事業年度に売上が見込まれる受注残高は、310,130千円であります。

（販売実績）

　 当第１四半期累計期間の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

売上高（千円） 前年同期比（％）

イメージング＆プリンタコントローラ事業 15,788 △39.1

ストレージソリューション事業 4,113 △22.2

セキュリティ事業 39,617 △1.6

ビジネスソリューション事業 4,699 △5.9

合計 64,218 △16.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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