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１．2021年３月期第１四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年６月30日）
（１）連結経営成績(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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第１四半期 1,142 △28.9 38 △73.8 36 △66.5 15 △75.4

2020年3月期第１四半期 1,607 24.5 148 78.0 108 △40.0 62 △41.0

(注)包括利益 2021年3月期第１四半期 34 百万円 (△18.3％) 2020年3月期第１四半期 42 百万円 (△53.9％)

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

2021年3月期第１四半期 2 91 ―

2020年3月期第１四半期 11 86 ―

（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 線

2021年3月期第１四半期 7,735 5,853 75.7 1,112.28

2020年3月期 8,115 5,924 73.0 1,125.70

(参考) 自己資本 2021年3月期第１四半期 5,853 百万円 2020年3月期 5,924 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

2020年3月期 ― 0 00 ― 20 00 20 00

2021年3月期 ―

2021年3月期(予想) 0 00 ― 20 00 20 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

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

2021年3月期の連結業績予想については、新型コロナウイルス感染症の影響により現時点で合理的な業

績予想の算定が困難であるため未定とし、記載しておりません。今後、予想の開示が可能となった時点

で速やかに公表いたします。

   



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社 (社名) 、除外 ― 社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）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

（４）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) 2021年3月期１Ｑ 5,523,592株 2020年3月期 5,523,592株

② 期末自己株式数 2021年3月期１Ｑ 260,802株 2020年3月期 260,802株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期１Ｑ 5,262,790株 2020年3月期１Ｑ 5,262,790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

本決算短信提出日時点におきまして、業績予想は前記３.2021年３月期の連結業績予想に記載のとおり未

定となっております。

今後、当連結会計年度の今後の実績推移と新型コロナウイルス感染の終息状況を考慮し、当社が合理的

と判断できる連結業績予想が出来次第、開示の方針です。
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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１四半期連結累計期間における国内経済は、新型コロナウイルス感染症に伴う非常事態宣言による消費支

出の著しい低下により、国内景気は小売業、外食産業、サービス業を中心として減速し、国外では新型コロナウ

イルス感染症の蔓延により、様々な業種において国内を上回る経済減速となっている模様です。

このような経済情勢を反映し、当社の業績につきましても、国内の販売は過去５年間(2015年度～2019年度)の

第１四半期連結累計期間の平均値と比較して約１割の減少となりましたが、輸出売上は約６割の減少となるなど

物流の停滞による出荷遅延なども有り大幅な売上減少となりました。

この結果、売上高は11億42百万円(前年同四半期は16億７百万円)となり、前年同四半期と比較し28.9％の減収

となりました。

なお、商品群別業績は次のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間における商品群別売上高は、ミニプリンタメカニズムは26百万円（前年同四半期と

比べ15百万円（37.2％）の減少）、ケース入りミニプリンタは６億18百万円（前年同四半期と比べ３億54百万円

（36.4％）の減少）、ミニプリンタ関連商品は１億51百万円（前年同四半期と比べ85百万円（36.1％）の減少）、

消耗品は１億３百万円（前年同四半期と比べ15百万円（13.0％）の減少）、大型プリンタは21百万円（前年同四

半期と比べ２百万円（9.3％）の減少）、その他は２億21百万円（前年同四半期と比べ８百万円（3.8％）の増

加）となりました。

売上総利益は３億10百万円となり、前年同四半期と比べ１億26百万円（29.0％）の減少となりました。

販売費及び一般管理費は、２億71百万円となり、前年同四半期と比べ17百万円（6.1％）の減少となりました。

営業利益は38百万円となり、前年同四半期と比べ１億９百万円（73.8％）の減少となりました。

経常利益は36百万円となり、前年同四半期と比べ72百万円(66.5％)の減少となりました。

税金等調整前四半期純利益は36百万円となり、前年同四半期と比べ71百万円(66.1％）の減少となりました。

税効果会計適用後の法人税等負担額は21百万円となり、前年同四半期と比べ23百万円(53.2％）の減少となりま

した。

その結果、当第１四半期連結累計期間における親会社株主に帰属する四半期純利益は15百万円となり、前年同

四半期と比べ47百万円(75.4％）の減少となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

流動資産は、前連結会計年度末に比べ４億円(6.4％)減少し、58億45百万円となりました。主な内訳は、現金及

び預金の減少１億69百万円、受取手形及び売掛金の減少２億64百万円となっております。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ19百万円(1.1％)増加し、18億89百万円となりました。これは主として、

有形固定資産の減少13百万円、投資有価証券の増加19百万円、繰延税金資産の増加７百万円によるものでありま

す。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ３億80百万円(4.7％)減少し、77億35百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ３億16百万円(18.0％)減少し、14億45百万円となりました。これは主と

して、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べ２億88百万円減少、未払法人税等が61百万円減少、賞与引

当金が30百万円増加したことによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ６百万円(1.5％)増加し、４億35百万円となりました。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ３億10百万円(14.2％)減少し、18億81百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1.2％減少し、58億53百万円となりました。主な内訳は剰余金の配当１

億５百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益15百万円であります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当事業年度の連結業績予想につきましては、2020年３月期決算短信（2019年５月25日開示）により公表

いたしました通り未発表でありますが、今後の実績進捗状況を精査し、新型コロナウイルスの終息状況を考慮し

た上で、業績予想がおこなえると判断した場合には速やかに公表いたします。

   



日本プリメックス株式会社(2795) 2021年３月期 第１四半期決算短信

－4－

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,194,929 4,025,317

受取手形及び売掛金 1,524,951 1,260,449

商品及び製品 312,178 338,644

原材料及び貯蔵品 210,384 219,760

その他 5,224 2,475

貸倒引当金 △1,525 △1,260

流動資産合計 6,246,141 5,845,388

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 232,728 230,041

機械装置及び運搬具（純額） 12,579 11,411

工具、器具及び備品（純額） 30,744 29,794

土地 971,334 971,334

リース資産（純額） 113,326 104,353

有形固定資産合計 1,360,713 1,346,934

無形固定資産

リース資産 66 -

その他 19,668 26,089

無形固定資産合計 19,734 26,089

投資その他の資産

投資有価証券 354,669 374,120

繰延税金資産 121,125 128,851

その他 19,495 19,495

貸倒引当金 △6,044 △5,844

投資その他の資産合計 489,244 516,621

固定資産合計 1,869,691 1,889,646

資産合計 8,115,833 7,735,034
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,485,975 1,197,864

未払法人税等 92,205 30,327

賞与引当金 49,989 80,851

その他 133,824 136,473

流動負債合計 1,761,995 1,445,517

固定負債

役員退職慰労引当金 176,771 179,488

退職給付に係る負債 220,081 229,233

その他 32,641 27,092

固定負債合計 429,493 435,814

負債合計 2,191,488 1,881,332

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 5,545,738 5,455,605

自己株式 △158,900 △158,900

株主資本合計 6,063,931 5,973,798

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △139,586 △120,096

その他の包括利益累計額合計 △139,586 △120,096

純資産合計 5,924,345 5,853,703

負債純資産合計 8,115,833 7,735,034
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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 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

売上高 1,607,710 1,142,574

売上原価 1,170,027 831,761

売上総利益 437,682 310,813

販売費及び一般管理費 289,577 271,949

営業利益 148,105 38,863

営業外収益

受取利息 3,057 809

受取配当金 6,576 10,748

その他 1,376 948

営業外収益合計 11,010 12,506

営業外費用

支払利息 805 465

為替差損 49,803 14,509

その他 2 10

営業外費用合計 50,611 14,984

経常利益 108,504 36,384

特別損失

固定資産除却損 1,157 26

特別損失合計 1,157 26

税金等調整前四半期純利益 107,346 36,358

法人税、住民税及び事業税 56,273 28,757

法人税等調整額 △11,338 △7,725

法人税等合計 44,934 21,031

四半期純利益 62,412 15,326

親会社株主に帰属する四半期純利益 62,412 15,326
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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 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

四半期純利益 62,412 15,326

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △19,820 19,490

その他の包括利益合計 △19,820 19,490

四半期包括利益 42,591 34,816

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 42,591 34,816

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期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。

（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。

（セグメント情報等）

該当事項はありません。

   


