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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

　

回次
第70期

第１四半期
連結累計期間

第71期
第１四半期
連結累計期間

第70期
 

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (千円) 3,559,350 3,740,253 15,360,946

経常利益又は経常損失(△) (千円) △33,167 △50,575 41,274

親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)又は
親会社株主に帰属する当期純利益

(千円) △15,071 △24,073 19,703

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 55,561 152,104 264,013

純資産額 (千円) 9,893,617 10,150,959 10,050,462

総資産額 (千円) 17,594,970 17,931,880 18,083,089

１株当たり四半期純損失金額(△)
又は当期純利益金額

(円) △0.88 △1.40 1.15

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 56.2 56.6 55.6
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、第70期第１四半期及び第71期第１四半期は

１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、第70期は潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期純損失(△)又は当期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純損失(△)又は親会社

株主に帰属する当期純利益」としております。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証

券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済政策や金融政策の効果を背景に企業収益や雇用情勢は

改善傾向にあり、景気は緩やかな回復基調が続いております。一方で、円安による物価上昇などで個人消費は回

復までには至っておらず、海外景気の下振れリスクもあり、先行きは不透明な状況となっております。

印刷業界におきましても、ペーパーレス化に伴う需要の減少や同業者間の受注競争の激化による受注単価の下

落に加え、原材料価格の上昇もあり、引き続き厳しい経営環境にありました。

このような環境下にあって当社は、創業80周年「進化の年」を会社方針としました。今期迎えた創業80周年を

機に、社員一人ひとりが、そして会社が進化しレベルアップすることにより今後も持続的に発展していく企業で

ありたい。そのような新たな進化のはじまりの年にしたいと考え、新たな事業展開を更に強化し、当社の強みで

ある総合力を活かした積極的な販促体制により業績向上に努めました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は37億40百万円（前年同期比5.1％増）、営業損失は１

億19百万円（前年同期は営業損失67百万円）、経常損失は50百万円（前年同期は経常損失33百万円）、親会社株

主に帰属する四半期純損失は24百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失15百万円）となりまし

た。

　

セグメントの業績を示すと、次の通りであります。

①印刷事業

一般商業印刷物の売上高は折込チラシなどが少し減少しましたが、主力製品であるカタログや会報などの

定期刊行物の増加により28億２百万円（前年同期比6.2％増）となりました。また、包装印刷物の売上高は

パッケージなどの増加により５億21百万円（前年同期比0.3％増）、出版印刷物の売上高は３億96百万円（前

年同期比4.4％増）、合計売上高は37億20百万円（前年同期比5.2％増）となりましたが、営業損失は１億３

百万円（前年同期は営業損失53百万円）となりました。

②イベント事業

売上高は官公庁等からのイベントが減少し22百万円（前年同期比31.5％減）、営業損失は16百万円（前年

同期は営業損失14百万円）となりました。

　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。

　

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、12百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

計 60,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年８月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 17,825,050 17,825,050
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数100株

計 17,825,050 17,825,050 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年４月１日～
平成27年６月30日

― 17,825,050 ― 1,236,114 ― 1,049,534
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成27年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

(平成27年６月30日現在)

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(注１)

普通株式 　　622,600 ― ―

完全議決権株式(その他)
(注２)

普通株式　17,199,700 171,997 ―

単元未満株式 普通株式 　　　2,750 ― ―

発行済株式総数 17,825,050 ― ―

総株主の議決権 ― 171,997 ―
 

(注) １．「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、すべて当社所有の自己株式であります。

２．「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、株式会社証券保管振替機構名義の株式1,100株が含まれてお

り、同欄の議決権の数には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数11個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  (平成27年６月30日現在)

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

サンメッセ株式会社
岐阜県大垣市久瀬川
町７丁目５番地の１

622,600 ― 622,600 3.49

計 ― 622,600 ― 622,600 3.49
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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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１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツ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

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,215,416 2,592,161

  受取手形及び売掛金 3,532,682 2,926,266

  電子記録債権 397,815 458,703

  製品 81,566 81,420

  仕掛品 245,251 353,788

  原材料及び貯蔵品 106,792 104,786

  繰延税金資産 122,170 119,753

  その他 285,696 270,763

  貸倒引当金 △8,474 △7,445

  流動資産合計 6,978,918 6,900,197

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,832,485 1,804,217

   機械装置及び運搬具（純額） 1,750,691 1,650,016

   土地 3,355,174 3,343,544

   その他（純額） 156,653 150,369

   有形固定資産合計 7,095,006 6,948,147

  無形固定資産 88,376 79,165

  投資その他の資産   

   投資有価証券 3,319,386 3,515,727

   繰延税金資産 374,174 299,931

   その他 238,908 200,418

   貸倒引当金 △11,680 △11,706

   投資その他の資産合計 3,920,788 4,004,369

  固定資産合計 11,104,171 11,031,682

 資産合計 18,083,089 17,931,880
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,135,377 2,009,785

  短期借入金 1,460,000 1,560,000

  1年内返済予定の長期借入金 169,644 102,575

  未払法人税等 14,858 10,268

  賞与引当金 262,743 148,836

  その他 934,697 898,021

  流動負債合計 4,977,320 4,729,486

 固定負債   

  長期借入金 221,596 249,900

  役員退職慰労引当金 345,394 340,516

  退職給付に係る負債 2,423,899 2,406,225

  その他 64,416 54,792

  固定負債合計 3,055,306 3,051,433

 負債合計 8,032,627 7,780,920

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,236,114 1,236,114

  資本剰余金 1,049,534 1,049,534

  利益剰余金 7,347,460 7,271,780

  自己株式 △405,285 △405,285

  株主資本合計 9,227,825 9,152,144

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,063,348 1,222,523

  為替換算調整勘定 219 521

  退職給付に係る調整累計額 △241,832 △226,614

  その他の包括利益累計額合計 821,735 996,431

 非支配株主持分 902 2,383

 純資産合計 10,050,462 10,150,959

負債純資産合計 18,083,089 17,931,880
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 3,559,350 3,740,253

売上原価 2,899,805 3,079,860

売上総利益 659,545 660,393

販売費及び一般管理費 727,211 779,717

営業損失（△） △67,666 △119,323

営業外収益   

 受取利息 805 191

 受取配当金 24,891 26,666

 不動産賃貸料 14,335 14,898

 保険解約返戻金 － 21,764

 その他 9,131 17,271

 営業外収益合計 49,163 80,792

営業外費用   

 支払利息 5,350 3,652

 不動産賃貸費用 5,556 5,359

 その他 3,756 3,032

 営業外費用合計 14,664 12,044

経常損失（△） △33,167 △50,575

特別利益   

 固定資産売却益 32 19,469

 投資有価証券売却益 8,438 20,654

 特別利益合計 8,471 40,123

特別損失   

 固定資産売却損 17 1,164

 固定資産廃棄損 626 145

 特別損失合計 644 1,310

税金等調整前四半期純損失（△） △25,339 △11,761

法人税等 △10,268 11,171

四半期純損失（△） △15,071 △22,933

非支配株主に帰属する四半期純利益 － 1,140

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △15,071 △24,073
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純損失（△） △15,071 △22,933

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 63,469 159,175

 為替換算調整勘定 859 643

 退職給付に係る調整額 6,303 15,218

 その他の包括利益合計 70,632 175,037

四半期包括利益 55,561 152,104

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 55,561 150,622

 非支配株主に係る四半期包括利益 － 1,481
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【注記事項】

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平

成25年９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分か

ら非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期

間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産及び投資その他の資産に係る償却費を含む。）は以下の通りであ

ります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

減価償却費 167,566千円 152,067千円
 

　

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

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26年５月16日
取締役会

普通株式 51,607 3.0 平成26年３月31日 平成26年６月10日 利益剰余金
 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

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27年５月22日
取締役会

普通株式 51,607 3.0 平成27年３月31日 平成27年６月９日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

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 調整額

(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２印刷事業 イベント事業 合計

売上高      

外部顧客への売上高 3,537,063 22,287 3,559,350 ― 3,559,350

セグメント間の内部
売上高又は振替高

438 9,907 10,346 △10,346 ―

計 3,537,501 32,194 3,569,696 △10,346 3,559,350

セグメント損失（△） △53,923 △14,624 △68,547 881 △67,666
 

(注）１．セグメント損失の調整額 881千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

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 調整額

(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２印刷事業 イベント事業 合計

売上高      

外部顧客への売上高 3,718,978 21,275 3,740,253 ― 3,740,253

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,505 778 2,283 △2,283 ―

計 3,720,484 22,053 3,742,537 △2,283 3,740,253

セグメント損失（△） △103,167 △16,800 △119,968 644 △119,323
 

(注）１．セグメント損失の調整額 644千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

　１株当たり四半期純損失金額（△）(円) △0.88 △1.40

  (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(千円) △15,071 △24,073

   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
　　四半期純損失（△）(千円)

△15,071 △24,073

    普通株式の期中平均株式数(株) 17,202,356 17,202,356
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

平成27年５月22日開催の取締役会において、次の通り剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

配当金の総額……………………………………51,607千円

１株当たりの金額………………………………３円

支払請求の効力発生日及び支払開始日………平成27年６月９日

(注) 平成27年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年８月７日
 

サンメッセ株式会社

 取締役会 御中
 

 

有限責任監査法人 トーマツ  
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   鈴   木   晴   久   ㊞
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   内   山   隆   夫   ㊞
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサンメッセ株式

会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サンメッセ株式会社及び連結子会社の平成27年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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