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(百万円未満切捨て)
１．2019年3月期の連結業績（2018年4月1日～2019年3月31日）

（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

　2019年3月期 5,932 8.9 531 10.2 666 63.8 462 43.5
　2018年3月期 5,445 5.0 482 14.6 406 △14.4 322 1.4
(注) 包括利益 2019年3月期 419 百万円 ( 42.3％) 2018年3月期 294 百万円 ( 80.6％)

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2019年3月期 87 96 ― 8.2 8.4 9.0
2018年3月期 61 30 ― 6.0 5.5 8.9

(参考) 持分法投資損益 2019年3月期 ―百万円 2018年3月期 ―百万円

（２）連結財政状態

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

2019年3月期 8,105 5,795 71.5 1,101.18
2018年3月期 7,692 5,480 71.3 1,041.45
(参考) 自己資本 2019年3月期 5,795百万円 2018年3月期 5,480百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2019年3月期 411 438 △165 2,007

2018年3月期 587 △305 △162 1,307

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2018年3月期 ― 0 00 ― 20 00 20 00 105 32.6 1.9

2019年3月期 ― 0 00 ― 20 00 20 00 105 22.7 1.8

2020年3月期
(予想)

― ― ― 20 00 20 00

　
３．2020年3月期の連結業績予想（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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 5,900 △0.6 500 △6.0 520 △22.0 410 △11.4 77 91
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※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

新規 ― 社 (社名) 、除外 ― 社 (社名)

（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) 　2019年3月期 5,523,592 株 　2018年3月期 5,523,592 株

② 期末自己株式数 　2019年3月期 260,802 株 　2018年3月期 260,801 株

③ 期中平均株式数 　2019年3月期 5,262,790 株 　2018年3月期 5,562,810 株

(参考) 個別業績の概要

１．2019年3月期の個別業績（2018年4月1日～2019年3月31日）

（１）個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年3月期 5,926 9.0 437 4.2 585 63.6 387 32.0
2018年3月期 5,435 5.0 419 19.1 357 △14.7 293 5.0

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

2019年3月期 73.60 ―

2018年3月期 55.76 ―

（２）個別財政状態

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

2019年3月期 7,728 5,609 72.6 1,065 84

2018年3月期 7,349 5,370 73.1 1,020 46

(参考) 自己資本 　2019年3月期 5,609百万円 　2018年3月期 5,370百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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記事項等については、決算短信（添付資料）「１．経営成績の概

況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度の国外経済情勢は、米国、欧州、アジアの主要国や先進国全般にわたって、世界的な景気回

復傾向が見られたものの、今後につきましては、不透明な状況となっております。

このような経済環境の中、当社グループは、顧客、市場の製品需要に対応すべく、きめ細かな営業活動を行い、

一部の金融機関向け製品の受注増、小売業の省力化に向けた無人POSレジ関連商品の需要増、北米ガソリンスタ

ンド向け製品の受注増となり、売上高は、59億32百万円（前年同期比8.9％増）となりました。

営業利益は、５億31百万円（前年同期比10.2％増）となりました。

保有外貨(主に米ドル)につき期末時点の為替レートが円安となり91百万円の為替差益が発生し、

経常利益は、６億66百万円（前年同期比63.8％増）となりました。

　この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、４億62百万円（前年同期比43.5％増）となりました。

　なお、当連結会計年度における商品群別業績は、ミニプリンタメカニズムが１億95百万円(前年同期比2.0％

増)、ケース入りミニプリンタの売上高は36億26百万円(前年同期比12.4％増)となりました。

また、ミニプリンタ関連商品は７億61百万円(前年同期比3.4％増)、消耗品は４億62百万円(前年同期比0.7％

増)、大型プリンタは１億17百万円(前年同期比8.7％減)、その他は７億68百万円(前年同期比9.7％増)となりま

した。

　

（２）当期の財政状態の概況

① 財政状態の分析

資産、負債および純資産の状況

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 5.1％増加し、61億２百万円となりました。これは、主として現金

及び預金が２億90百万増加、受取手形及び売掛金が１億60百万円増加したことによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて 6.3％増加し、20億３百万円となりました。これは、主として工場

用地として取得した土地が40百万円増加し、投資有価証券が54百万円増加したことによります。

　この結果、総資産は、前連結会計年度と比べて5.4%増加し、81億５百万円となりました。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べ5.5％増加し、19億15百万円となりました。主な増減は、支払手形及び

買掛金が15百万円の増加、未払法人税等が75百万円の増加となっております。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.5％減少し、３億95百万円となりました。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて4.5％増加し、23億10百万円となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.7％増加し、57億95百万円となりました。主な要因は利益剰余金

３億57百万円の増加及びその他有価証券評価差額金43百万円の減少であります。

　１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて59円73銭増加し、1,101円18銭となりました。また、自己資

本比率は、前連結会計年度末の71.3％から71.5％となりました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、（以下「資金」という。）前連結会計年度に比べ７億円増

加し20億7百万円となりました。

当連結会計年度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）

当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は、４億11百万円（前年同期５億85百万円）となりま

した。これは主として税金等調整前当期純利益の計上６億69百万円のインフローに対し売上債権の増加１億60百

万円、為替差益91百万円、法人税等の支払額１億71百万円のアウトフローとなったこと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）

　当連結会計年度における投資活動によって得られた資金は、４億円38百万円（前年同期△３億5百万円）となり

ました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入38億78百万円に対して、預入による支出34億１百万、有価証

券の取得による支出が１億12百万円、投資有価証券の売却による収入が１億55百万円に対して投資有価証券の取

得による支出が１億25百万円であったこと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）

　当連結会計年度における財務活動により支出した資金は１億65百万円（前年同期１億62百万円）であり、これ

は主に配当金の支払１億５百万円によるものであります。

（４）今後の見通し

　①次期(2020年３月期)の連結業績見通しについて

　次期(2020年３月期)の連結業績見通しにつきましては、売上高59億円、営業利益５億円、経常利益５億20百

万円、親会社株主に帰属する当期純利益４億10百万円を見込んでおります。

　尚、当社は、当連結会計年度末において、米ドル建ての現金、預金、債券を約1,375万ドル保有しており、期

末時点の為替レートは１ドル110円99銭となっております。

次期の連結業績見通しは、保有外貨の期末時価評価により生ずる為替差損益については加味しておりません。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

　 該当する事項は、ございません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、外国人持株比率が非常に低いことから日本基準に基づき連結財務諸表を作成しています。

今後については、外国人株主比率の推移及び国内他社のＩＦＲＳ（国際財務報告基準）採用動向を踏まえつつ、

ＩＦＲＳ適用や米国会計基準の適用の検討をすすめていく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,574,171 3,864,678

受取手形及び売掛金 1,458,629 1,619,404

有価証券 105,698 110,134

商品及び製品 344,060 322,787

原材料及び貯蔵品 155,177 168,510

その他 169,804 18,416

貸倒引当金 △437 △1,781

流動資産合計 5,807,104 6,102,150

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 251,056 236,133

機械装置及び運搬具（純額） 7,669 16,077

工具、器具及び備品（純額） 8,574 8,174

土地 931,334 971,334

リース資産（純額） 134,353 125,674

有形固定資産合計 1,332,988 1,357,394

無形固定資産

リース資産 8,527 3,502

その他 11,103 13,724

無形固定資産合計 19,631 17,227

投資その他の資産

投資有価証券 439,123 493,579

繰延税金資産 80,441 121,140

その他 13,924 14,864

貸倒引当金 △623 △802

投資その他の資産合計 532,865 628,781

固定資産合計 1,885,485 2,003,403

資産合計 7,692,589 8,105,553
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,543,751 1,559,317

未払法人税等 91,435 148,569

賞与引当金 43,112 47,928

その他 136,096 159,242

流動負債合計 1,814,395 1,915,057

固定負債

役員退職慰労引当金 160,230 159,976

退職給付に係る負債 171,912 193,340

その他 65,105 41,876

固定負債合計 397,248 395,192

負債合計 2,211,644 2,310,250

純資産の部

株主資本

資本金 393,997 393,997

資本剰余金 283,095 283,095

利益剰余金 4,920,206 5,277,851

自己株式 △158,899 △158,900

株主資本合計 5,438,400 5,796,044

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 42,545 △741

その他の包括利益累計額合計 42,545 △741

純資産合計 5,480,945 5,795,302

負債純資産合計 7,692,589 8,105,553
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

売上高 5,445,840 5,932,876

売上原価 3,874,576 4,280,211

売上総利益 1,571,264 1,652,664

販売費及び一般管理費 1,088,506 1,120,841

営業利益 482,758 531,823

営業外収益

受取利息 8,425 23,549

受取配当金 19,962 21,525

受取賃貸料 490 1,335

為替差益 - 91,521

その他 6,205 2,535

営業外収益合計 35,083 140,466

営業外費用

支払利息 3,174 2,906

有価証券評価損 - 3,065

為替差損 106,986 -

その他 871 71

営業外費用合計 111,032 6,043

経常利益 406,809 666,246

特別利益

固定資産売却益 - 1,221

投資有価証券売却益 69,417 2,262

特別利益合計 69,417 3,483

特別損失

固定資産除却損 38 38

特別損失合計 38 38

税金等調整前当期純利益 476,188 669,691

法人税、住民税及び事業税 169,721 228,713

法人税等調整額 △16,119 △21,922

法人税等合計 153,602 206,790

当期純利益 322,586 462,901

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純利益 322,586 462,901
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当期純利益 322,586 462,901

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △27,789 △43,286

その他の包括利益合計 △27,789 △43,286

包括利益 294,797 419,614

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 294,797 419,614

非支配株主に係る包括利益 - -
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 393,997 283,095 4,702,876 △158,866 5,221,103

当期変動額

剰余金の配当 △105,256 △105,256

親会社株主に帰属す

る当期純利益
322,586 322,586

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△33 △33

当期変動額合計 - - 217,329 △33 217,296

当期末残高 393,997 283,095 4,920,206 △158,899 5,438,400

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 70,334 70,334 5,291,438

当期変動額

剰余金の配当 △105,256

親会社株主に帰属す

る当期純利益
322,586

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△27,789 △27,789 △27,822

当期変動額合計 △27,789 △27,789 189,507

当期末残高 42,545 42,545 5,480,945
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当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 393,997 283,095 4,920,206 △158,899 5,438,400

当期変動額

剰余金の配当 △105,255 △105,255

親会社株主に帰属す

る当期純利益
462,901 462,901

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△1 △1

当期変動額合計 - - 357,645 △1 357,644

当期末残高 393,997 283,095 5,277,851 △158,900 57,969,044

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 42,545 42,545 5,480,945

当期変動額

剰余金の配当 △105,255

親会社株主に帰属す

る当期純利益
462,901

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△43,286 △43,286 △43,287

当期変動額合計 △43,286 △43,286 314,358

当期末残高 △741 △741 5,795,302
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 476,188 669,691

減価償却費 77,084 81,331

投資有価証券売却損益（△は益） △69,417 △2,262

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 15,802 21,427

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,954 △254

賞与引当金の増減額（△は減少） 192 4,815

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,323 1,523

受取利息及び受取配当金 △28,388 △45,074

為替差損益（△は益） 105,792 △91,430

有形固定資産除却損 - 38

有形固定資産売却損益（△は益） - △1,221

売上債権の増減額（△は増加） △66,290 △160,774

たな卸資産の増減額（△は増加） △87,867 7,939

仕入債務の増減額（△は減少） 344,285 15,565

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,819 19,833

その他 6,124 21,927

小計 771,319 543,077

利息及び配当金の受取額 27,996 42,944

利息の支払額 △3,174 △2,906

法人税等の支払額 △210,537 △171,575

営業活動によるキャッシュ・フロー 585,604 411,540

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 △2,962,838 △3,401,406

定期預金の払戻による収入 2,683,360 3,878,842

有形固定資産の取得による支出 △11,753 △64,055

有形固定資産の売却による収入 - 2,101

有価証券の取得による支出 - △112,190

有価証券の償還による収入 - 113,450

投資有価証券の取得による支出 △152,194 △125,471

投資有価証券の売却による収入 92,979 155,826

無形固定資産の取得による支出 △3,867 △5,673

その他 48,414 △3,333

投資活動によるキャッシュ・フロー △305,898 438,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △105,497 △105,440

その他 △57,406 △59,925

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,903 △165,366

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59,531 15,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 57,271 700,143

現金及び現金同等物の期首残高 1,250,554 1,307,825

現金及び現金同等物の期末残高 1,307,825 2,007,969

決算短信（宝印刷） 2019年05月14日 15時55分 12ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



日本プリメックス株式会社(2795) 2019年３月期 決算短信

―11―

（５）連結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。

(追加情報)

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第１四半期 連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの報告セグメントが「ミニプリンタの開発・製造・販売事業」のみであるため、記載を省略しており

ます。

【関連情報】

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

2. 地域ごとの情報

（1）売上高

(単位:千円)

日本 アメリカ ヨーロッパ アジア その他 計

4,838,308 295,493 236,060 40,642 35,337 5,445,840

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

2. 地域ごとの情報

（1）売上高

(単位:千円)

日本 アメリカ ヨーロッパ アジア その他 計

5,311,246 242,520 260,450 43,000 75,660 5,932,876

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社グループの報告セグメントが「ミニプリンタの開発・製造・販売事業」のみであるため、記載を省略して

おります。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり純資産額 1,041円45銭 1,101円18銭

１株当たり当期純利益 61円30銭 87円96銭

（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 322,586 462,901

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
当期純利益(千円)

322,586 462,901

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,262 5,262

3. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 5,480,945 5,795,302

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 5,480,945 5,795,302

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数（千株）

5,262 5,262

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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