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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第2四半期 6,028 △5.0 34 △84.5 113 △63.4 96 △45.7
25年3月期第2四半期 6,342 2.4 223 △5.0 310 5.7 177 18.4

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 174百万円 （98.3％） 25年3月期第2四半期 87百万円 （△20.3％）

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

26年3月期第2四半期 23.15 ―
25年3月期第2四半期 42.60 ―

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

26年3月期第2四半期 14,760 12,344 81.7 2,894.25
25年3月期 15,298 12,217 78.0 2,863.69
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  12,055百万円 25年3月期  11,928百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

25年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
26年3月期 ― 10.00
26年3月期（予想） ― 10.00 20.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 12,890 △3.5 446 △2.9 584 1.4 360 9.1 86.43



(1) 当四半期連結累計期間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  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法の基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に掲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．当四半期の連結業績に関する定性的情報（３）連結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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 4,508,000 株 25年3月期 4,508,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 342,556 株 25年3月期 342,556 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 4,165,444 株 25年3月期2Q 4,165,444 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アベノミクス効果によるデフレ脱却の兆しが感

じられる一方、原発問題に伴う電力料金の改訂をはじめ輸入原材料の高騰や消費税増税決定など、わ

が国の景気の先行には不安材料を残しており、不透明な状況が続いております。 

 当社グループの属する業界におきましても、企業の広告宣伝費の削減、企業間競争の更なる激化に

伴う受注単価の下落など、厳しい経営環境が継続しております。 

 こうした情勢のもと、当社グループでは印刷需要の集中する首都圏・関西圏における印刷関連事業

の営業活動を強化、既存取引先に対する印刷需要の掘り起こしを図るなど業績確保に努めましたが、

洋紙・板紙販売関連事業において回収リスク回避の目的での取引調整を実施したことなどにより、売

上高は６０億２千８百万円（前年同四半期比５．０％減）となりました。利益面では、本年１０月１

６日付公表の「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」記載のとおり、当社の取引

先に対する売掛債権等の取立不能又は遅延のおそれが発生したことによる貸倒引当金の計上（平成２

６年３月期末では貸倒引当金の計上を織り込み済み。）により、営業利益は３千４百万円（前年同四

半期比８４.５％減）、経常利益は１億１千３百万円（前年同四半期比６３.４％減）、四半期純利益

は９千６百万円（前年同四半期比４５.７％減）となりました。 

セグメントの業績を示すと、以下のとおりであります。 

  

①印刷関連事業 

 企業の広告宣伝費の削減傾向が継続、印刷需要が落ち込む中、顧客ニーズに沿った企画提案営業を強

化、付加価値の高い印刷物受注に努めたことや新聞印刷において受託部数増となったことなどにより、

売上高は４２億５千７百万円（前年同四半期比０.０％増）、営業利益は３億円（前年同四半期比３０.

５％増）となりました。 

②洋紙・板紙販売関連事業 

 印刷需要の減退に伴う市況の悪化や競争激化、また回収リスク回避の目的での取引調整を実施したこ

となどにより、売上高は５億４千５百万円（前年同四半期比３４．５％減）、取引先に対して債権の取

立不能又は遅延のおそれが発生し、貸倒引当金を計上したことなどにより、営業損失は２億４千７百万

円（前年同四半期は１千９百万円の営業利益を計上）となりました。 

③出版・広告代理関連事業 

 既存メディアとの競争が激化する厳しい事業環境下、売上高は６億１百万円（前年同四半期比１１.

２％減）、２千４百万円の営業損失（前年同四半期は２千９百万円の営業損失を計上）を計上しまし

た。 

④美術館関連事業 

 セキ美術館では季節ごとに展示を入れ替えた所蔵作品展を開催、売上高は１百万円（前年同四半期比

１２.１％減）、１千６百万円の営業損失（前年同四半期は１千５百万円の営業損失を計上）を計上し

ました。９月２８日から１１月４日までの会期で、特別企画展「現代・美の表現者 愛媛ゆかりの画家

たち展」を開催、１千９百名を超える方々にご来館いただきました。また、東京都千代田区のニューオ

ータニ美術館において、上記会期で同館主催「セキ美術館名品展 加山又造と近代画家の巨匠たち」が

開催されました。初めての愛媛県外での特別企画展開催ということで注目を集め、８千６百名を超える

方々にセキ美術館所蔵作品をご鑑賞いただきました。 

⑤カタログ販売関連事業 

 オフィス関連用品通信販売業者に対する新規製品採用への積極的なアプローチやエージェントとして

新規顧客開拓に努めた結果、売上高は６億２千３百万円（前年同四半期比８.３％増）、営業利益は２

千３百万円（前年同四半期比２９.１％増）となりました。 

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
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億３千７百万円減少し、１４７

億６千万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が２１億４千２百万円と、前連結会計年度末

に比べ１０億２千３百万円減少したことなどによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ６億６千５百万円減少し、２４億１千５百万円となりました。これ

は主に支払手形及び買掛金が１２億９百万円と、前連結会計年度末に比べ４億７千万円減少したことな

どによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ１億２千７百万円増加し、１２３億４千４百万円となりました。

これは主にその他有価証券評価差額金が２億７千８百万円と、前連結会計年度末に比べ７千２百万円増

加したことなどによるものであります。 

  

業績予想につきましては、平成２５年１０月１６日に第２四半期についての「業績予想の修正に関す

るお知らせ」を公表しましたが、修正の理由となった貸倒引当金の計上につきましては、通期業績では

織り込んでおり、前倒しで第２四半期に計上となったものであります。よって平成２５年５月９日公表

の通期の業績予想に変更はありません。今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やか

に開示を行う予定であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

該当事項はありません。 

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,111,323 4,182,125

受取手形及び売掛金 3,166,454 2,142,842

有価証券 179,687 108,653

商品及び製品 304,225 162,250

仕掛品 195,005 170,188

原材料及び貯蔵品 85,861 84,851

繰延税金資産 147,418 63,919

未収還付法人税等 271 104

その他 54,955 264,173

貸倒引当金 △250,464 △42,487

流動資産合計 7,994,739 7,136,620

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,672,504 2,672,504

減価償却累計額 △1,688,729 △1,718,805

建物及び構築物（純額） 983,775 953,698

機械装置及び運搬具 3,990,259 4,008,154

減価償却累計額 △3,272,022 △3,330,950

機械装置及び運搬具（純額） 718,236 677,204

工具、器具及び備品 1,622,388 1,656,057

減価償却累計額 △373,356 △379,014

工具、器具及び備品（純額） 1,249,032 1,277,042

土地 1,282,315 1,282,315

有形固定資産合計 4,233,359 4,190,260

無形固定資産 44,039 52,909

投資その他の資産

投資有価証券 2,629,044 2,922,264

長期貸付金 17,171 16,311

繰延税金資産 3,577 4,120

その他 417,762 942,943

貸倒引当金 △41,599 △505,102

投資その他の資産合計 3,025,955 3,380,537

固定資産合計 7,303,354 7,623,706

資産合計 15,298,094 14,760,327
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,680,156 1,209,306

未払法人税等 122,353 135,087

繰延税金負債 4,279 －

賞与引当金 115,703 110,199

その他 429,846 335,248

流動負債合計 2,352,338 1,789,842

固定負債

繰延税金負債 248,868 137,546

退職給付引当金 298,148 308,205

資産除去債務 3,098 3,118

未払役員退職慰労金 175,846 174,062

その他 2,409 2,909

固定負債合計 728,370 625,842

負債合計 3,080,709 2,415,685

純資産の部

株主資本

資本金 1,201,700 1,201,700

資本剰余金 1,333,500 1,333,500

利益剰余金 9,691,247 9,746,014

自己株式 △503,459 △503,459

株主資本合計 11,722,987 11,777,754

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 205,571 278,096

その他の包括利益累計額合計 205,571 278,096

少数株主持分 288,825 288,791

純資産合計 12,217,384 12,344,642

負債純資産合計 15,298,094 14,760,327
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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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

売上高 6,342,640 6,028,518

売上原価 4,839,597 4,465,150

売上総利益 1,503,043 1,563,368

販売費及び一般管理費

配送費 243,835 253,358

給料及び手当 430,793 418,315

貸倒引当金繰入額 － 271,501

賞与引当金繰入額 45,951 42,602

退職給付費用 10,924 11,602

その他 548,275 531,449

販売費及び一般管理費合計 1,279,780 1,528,830

営業利益 223,263 34,537

営業外収益

受取利息 8,439 30,691

受取配当金 12,952 15,320

物品売却益 18,697 19,673

貸倒引当金戻入額 38,774 3,544

仕入割引 5,389 5,571

その他 11,613 12,251

営業外収益合計 95,867 87,052

営業外費用

売上割引 896 653

投資事業組合運用損 6,196 2,156

賃貸収入原価 1,445 3,426

その他 67 1,570

営業外費用合計 8,606 7,807

経常利益 310,524 113,783

特別利益

固定資産売却益 702 349

投資有価証券売却益 － 59,541

特別利益合計 702 59,891

特別損失

固定資産除却損 912 1,537

投資有価証券売却損 125 2,891

投資有価証券評価損 10,515 29

特別損失合計 11,552 4,458

税金等調整前四半期純利益 299,674 169,217

法人税、住民税及び事業税 116,764 138,964

法人税等調整額 989 △72,973

法人税等合計 117,753 65,991

少数株主損益調整前四半期純利益 181,920 103,225

少数株主利益 4,462 6,803

四半期純利益 177,457 96,421

セキ株式会社(7857)　平成26年３月期 第２四半期決算短信

－6－



  
四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 181,920 103,225

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △93,920 71,241

その他の包括利益合計 △93,920 71,241

四半期包括利益 87,999 174,466

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 84,364 168,946

少数株主に係る四半期包括利益 3,634 5,519
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 299,674 169,217

減価償却費 134,583 129,125

有価証券売却損益（△は益） 125 △56,650

有価証券評価損益（△は益） 10,515 29

投資事業組合運用損益（△は益） 6,196 2,156

貸倒引当金の増減額（△は減少） △47,914 255,526

賞与引当金の増減額（△は減少） 393 △5,503

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,124 10,057

受取利息及び受取配当金 △21,392 △46,011

有形固定資産売却損益（△は益） △702 △349

有形固定資産除却損 432 1,537

売上債権の増減額（△は増加） 23,266 543,987

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,846 167,802

仕入債務の増減額（△は減少） 71,990 △470,849

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） － △1,783

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7,217 △120,301

その他の流動負債の増減額（△は減少） △14,322 △44,753

その他の固定負債の増減額（△は減少） △50 500

小計 440,291 533,736

利息及び配当金の受取額 21,599 46,424

法人税等の支払額 △187,512 △120,394

営業活動によるキャッシュ・フロー 274,377 459,766

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 △1,295,125 △839,026

定期預金の払戻による収入 1,254,042 829,023

有価証券の売却による収入 105,000 93,055

有形固定資産の取得による支出 △64,240 △133,504

有形固定資産の売却による収入 702 350

無形固定資産の取得による支出 △3,850 △16,883

投資有価証券の取得による支出 △132,722 △657,288

投資有価証券の売却による収入 64,336 367,712

貸付けによる支出 △2,950 △3,350

貸付金の回収による収入 4,113 4,210

その他 △6,278 3,916

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,973 △351,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

少数株主への配当金の支払額 △5,554 △5,554

配当金の支払額 △41,654 △41,654

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,350 △1,010

財務活動によるキャッシュ・フロー △48,558 △48,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 148,846 59,761

現金及び現金同等物の期首残高 2,633,302 2,530,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,782,148 2,590,105
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当第２四半期連結会計期間（自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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 

  

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連結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) 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント

合計

印刷関連事業
洋紙・板紙 
販売関連事業

出版・広告代
理関連事業

美術館 
関連事業

カタログ 
販売関連事業

売上高

  外部顧客への売上高 4,257,593 831,605 676,832 1,173 575,434 6,342,640

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

236,952 614,300 8,895 － － 860,148

計 4,494,546 1,445,906 685,728 1,173 575,434 7,202,788

セグメント利益又は損失(△) 230,458 19,750 △29,400 △15,861 17,977 222,924

  (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 222,924

セグメント間取引消去 338

四半期連結損益計算書の営業利益 223,263
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９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 

  

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連結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) 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

(単位：千円)

報告セグメント

合計

印刷関連事業
洋紙・板紙 
販売関連事業

出版・広告代
理関連事業

美術館 
関連事業

カタログ 
販売関連事業

売上高

  外部顧客への売上高 4,257,993 545,029 601,339 1,030 623,124 6,028,518

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

195,212 536,249 8,486 － － 739,947

計 4,453,206 1,081,279 609,825 1,030 623,124 6,768,466

セグメント利益又は損失(△) 300,641 △247,077 △24,888 △16,894 23,200 34,982

  (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 34,982

セグメント間取引消去 △444

四半期連結損益計算書の営業利益 34,537
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