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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３四半期

連結累計期間

第71期

第３四半期

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12月31日

自 平成27年４月１日

至 平成27年12月31日

自 平成27年４月１日

至 平成27年３月31日

売上高 (千円) 11,099,208 11,461,987 15,360,946

経常利益又は経常損失(△) (千円) △78,695 122,441 41,274

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

(千円) △5,571 94,167 19,703

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 227,305 180,975 264,013

純資産額 (千円) 10,013,754 10,128,223 10,050,462

総資産額 (千円) 17,755,267 17,849,445 18,083,089

１株当たり四半期(当期)純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) △0.32 5.47 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 (％) 56.4 56.7 55.6
 

 

回次

第70期

第３四半期

連結会計期間

第71期

第３四半期

連結会計期間

会計期間
自 平成26年10月１日

至 平成26年12月31日

自 平成27年10月１日

至 平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 1.81 7.64
 

(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３四半期は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71期第３四半期及び第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、第１四半期連結累

計期間より、「四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又

は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)」としております。

 
２ 【事業の内容】

当第３四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。

EDINET提出書類

サンメッセ株式会社(E00719)

四半期報告書

 2/15



第２ 【事業の状況】
　

１ 【事業等のリスク】

当第３四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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安、原油安等に伴う企業業績の上振れ期待や雇用情勢の回

復もあり、緩やかな回復基調が続きましたが、中国をはじめとする海外経済の減速により国内経済を下押しするリ

スクもあり、景気は依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

印刷業界におきましては、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

などが続いており、依然として厳しい経営環境にあります。

このような環境下にあって当社は、創業80周年「進化の年」の会社方針のもと、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、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３四半期連結累計期間における売上高は114億61百万円（前年同期比3.3％増）、営業利益は０

百万円（前年同期は営業損失１億87百万円）、経常利益は１億22百万円（前年同期は経常損失78百万円）、親会社

株主に帰属する四半期純利益は94百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失５百万円）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84億８百万円（前年同期比2.8％増）となりました。また、包装印刷物の売上高はパッ

ケージなどの減少により15億36百万円（前年同期比4.9％減）、出版印刷物の売上高は12億24百万円（前年同

期比4.4％増）、合計売上高は111億69百万円（前年同期比1.8％増）となりましたが、営業損失は15百万円

（前年同期は営業損失１億62百万円）となりました。

②イベント事業

売上高は大型イベントの開催等により３億14百万円（前年同期比81.7％増）、営業利益は15百万円（前年

同期は営業損失26百万円）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３四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３四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、26百万円であります。
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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３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成27年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成28年２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10月１日～

平成27年12月31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３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

EDINET提出書類

サンメッセ株式会社(E00719)

四半期報告書

 4/15



 

(7) 【議決権の状況】

当第３四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９月30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12月31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 17,199,400
 

171,994 －

単元未満株式 普通株式 3,050
 

－ －

発行済株式総数 17,825,050 － －

総株主の議決権 － 171,994 －
 

(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12月31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】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
常務執行役員営業副本部長

兼岐阜統括部長
兼本社営業部長

取締役
常務執行役員営業副本部長

兼岐阜・ソリューション統括部長
兼本社営業部長

水谷　和則 平成27年８月１日

取締役
執行役員総務部長

取締役
執行役員品質保証室長

竹林　啓路 平成27年８月１日

取締役
執行役員大阪統括部長

兼大阪営業部長

取締役
執行役員大阪営業部長

橋本　勝之 平成27年８月１日

取締役
執行役員管理本部長

兼経理部長

取締役
執行役員経理部長

千代　耕司 平成27年８月１日

取締役
執行役員製造副本部長

兼本社工場長

取締役
執行役員管理本部長

兼総務部長
衣斐　輝臣 平成27年８月１日
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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３四半期連結会計期間(平成27年10月１日から平成

27年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31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３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,215,416 1,961,765

  受取手形及び売掛金 3,532,682 3,169,745

  電子記録債権 397,815 261,140

  製品 81,566 93,517

  仕掛品 245,251 421,839

  原材料及び貯蔵品 106,792 117,231

  繰延税金資産 122,170 63,112

  その他 285,696 400,931

  貸倒引当金 △8,474 △7,793

  流動資産合計 6,978,918 6,481,490

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,832,485 1,754,402

   機械装置及び運搬具（純額） 1,750,691 2,133,947

   土地 3,355,174 3,343,544

   その他（純額） 156,653 168,864

   有形固定資産合計 7,095,006 7,400,758

  無形固定資産 88,376 64,786

  投資その他の資産   

   投資有価証券 3,319,386 3,363,475

   繰延税金資産 374,174 360,477

   その他 238,908 190,172

   貸倒引当金 △11,680 △11,715

   投資その他の資産合計 3,920,788 3,902,410

  固定資産合計 11,104,171 11,367,955

 資産合計 18,083,089 17,849,445
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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３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,135,377 1,959,984

  短期借入金 1,460,000 1,650,000

  1年内返済予定の長期借入金 169,644 84,225

  未払法人税等 14,858 18,832

  賞与引当金 262,743 121,308

  その他 934,697 810,131

  流動負債合計 4,977,320 4,644,482

 固定負債   

  長期借入金 221,596 209,880

  役員退職慰労引当金 345,394 350,508

  退職給付に係る負債 2,423,899 2,435,439

  その他 64,416 80,912

  固定負債合計 3,055,306 3,076,740

 負債合計 8,032,627 7,721,222

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 7,338,414

  自己株式 △405,285 △405,285

  株主資本合計 9,227,825 9,218,778

 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 1,100,637

  為替換算調整勘定 219 △523

  退職給付に係る調整累計額 △241,832 △196,176

  その他の包括利益累計額合計 821,735 903,937

 非支配株主持分 902 5,507

 純資産合計 10,050,462 10,128,223

負債純資産合計 18,083,089 17,849,445
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 11,099,208 11,461,987

売上原価 9,055,678 9,204,681

売上総利益 2,043,529 2,257,305

販売費及び一般管理費 2,231,115 2,257,112

営業利益又は営業損失（△） △187,586 193

営業外収益   

 受取利息 1,876 1,076

 受取配当金 50,371 51,862

 不動産賃貸料 43,745 42,779

 保険解約返戻金 - 24,803

 その他 47,946 37,075

 営業外収益合計 143,940 157,597

営業外費用   

 支払利息 15,870 11,634

 不動産賃貸費用 16,670 16,116

 その他 2,509 7,598

 営業外費用合計 35,049 35,349

経常利益又は経常損失（△） △78,695 122,441

特別利益   

 固定資産売却益 10,107 28,244

 投資有価証券売却益 83,862 28,673

 補助金収入 - 148,333

 その他 - 1,090

 特別利益合計 93,970 206,340

特別損失   

 固定資産売却損 1,806 1,218

 固定資産廃棄損 1,757 3,093

 固定資産圧縮損 - 148,333

 その他 494 10,837

 特別損失合計 4,058 163,482

税金等調整前四半期純利益 11,216 165,299

法人税等 13,276 65,688

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,059 99,610

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,511 5,443

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△5,571 94,167
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,059 99,610

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 213,224 37,288

 為替換算調整勘定 △2,771 △1,580

 退職給付に係る調整額 18,911 45,655

 その他の包括利益合計 229,364 81,364

四半期包括利益 227,305 180,975

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 224,634 176,369

 非支配株主に係る四半期包括利益 2,670 4,605
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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、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３四半期連結累計期間

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３四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３四半

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、次の通りであ

ります。

 
前第３四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日

至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

至 平成27年12月31日)

減価償却費 506,526千円 487,967千円
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自平成26年４月１日 至平成26年12月31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

平成26年11月４日

取締役会
普通株式 51,607 3.0 平成26年９月30日 平成26年12月９日 利益剰余金

 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自平成27年４月１日 至平成27年12月31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

平成27年11月４日

取締役会
普通株式 51,607 3.0 平成27年９月30日 平成27年12月10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３四半期連結累計期間(自平成26年４月１日 至平成26年12月31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 10,962,021 137,187 11,099,208 ― 11,099,208

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

9,187 35,847 45,035 △45,035 ―

計 10,971,209 173,034 11,144,243 △45,035 11,099,208

セグメント損失(△) △162,950 △26,438 △189,389 1,803 △187,586
 

(注) １．セグメント損失の調整額 1,803千円は、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３四半期連結累計期間(自平成27年４月１日 至平成27年12月31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 11,151,199 310,788 11,461,987 ― 11,461,987

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

18,701 3,625 22,326 △22,326 ―

計 11,169,900 314,413 11,484,313 △22,326 11,461,987

セグメント利益又は損失(△) △15,974 15,084 △890 1,083 193
 

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額 1,083千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は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３四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日

至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

至 平成27年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額(△) (円)
△0.32 5.47

 （算定上の基礎）   
親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円)
△5,571 94,167

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利益

又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円)
△5,571 94,167

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、前第３四半期連結累計期間は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、当第３四半期連結累計期間は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11月４日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。

中間配当による配当金の総額・・・・・・・・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12月10日

（注）平成27年９月30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。

 

EDINET提出書類

サンメッセ株式会社(E00719)

四半期報告書

14/15



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 
平成28年２月10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３四半期連結会計期間(平成27年10月１日から平

成27年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31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12月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四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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