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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46期

第２四半期
累計期間

第47期
第２四半期
累計期間

第46期

会計期間

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　９月30日

自平成29年
　４月１日
至平成29年
　９月30日

自平成28年
　４月１日
至平成29年
　３月31日

売上高 （千円） 2,334,656 2,550,850 5,310,657

経常利益 （千円） 57,027 89,650 284,862

四半期（当期）純利益 （千円） 35,340 56,556 198,545

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 664,740 664,740 664,740

発行済株式総数 （千株） 4,022 4,022 4,022

純資産額 （千円） 1,780,697 1,901,944 1,932,246

総資産額 （千円） 5,013,399 5,249,915 5,495,836

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 8.99 14.94 50.85

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 10.0

自己資本比率 （％） 35.5 36.2 35.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 223,425 435,653 317,040

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △57,798 △39,104 △30,740

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △150,962 △403,177 △250,836

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 140,761 154,932 161,560
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回次
第46期

第２四半期
会計期間

第47期
第２四半期
会計期間

会計期間

自平成28年
　７月１日
至平成28年
　９月30日

自平成29年
　７月１日
至平成29年
　９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 5.29 11.55

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

３．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会

社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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の重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、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】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間末現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第２四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）における世界経済は、新興国の一

部に下振れリスクを残すものの、全体として緩やかな成長が続きました。

一方、国内経済は、企業収益や雇用・所得環境の着実な改善を背景に、緩やかな景気回復が続きました。

また、当社業績に影響を与える建築動向は、民間非住宅建築投資等の伸び率は鈍化しているものの、依然とし

て堅調に推移しました。

このような経済状況のもと、当社は　①製品品質の向上 ②生産性・利益率の向上 ③「常に学び 研究し

創造する人材」の育成　といった重点推進課題を掲げ、課題解決に向けた取り組みを推進いたしました。こう

した取り組みの結果、当第２四半期累計期間の売上高は25億50百万円（前年同期比9.3％増）、営業利益は83

百万円（前年同期比56.2％増）、経常利益は89百万円（前年同期比57.2％増）、四半期純利益は56百万円（前

年同期比60.0％増）となりました。

なお、当社が手がけるサイン製品の需要は下半期に偏る一方で、固定費はほぼ恒常的に発生するため、当

社は利益が下半期に偏るなど業績に季節的な変動があります。

また、当社はサイン製品事業の単一セグメントであるため、セグメントの業績については記載を省略して

おります。

 

(2) 財政状態の分析

（資産）

　当第２四半期会計期間末における流動資産は21億47百万円となり、前事業年度末に比べ２億36百万円減少い

たしました。これは主に売上債権が２億46百万円減少したことによるものであります。また、固定資産につき

ましては31億２百万円と、前事業年度末に比べ９百万円の減少とほぼ横ばいでありました。

　この結果、総資産は52億49百万円となり、前事業年度末に比べ２億45百万円減少いたしました。

（負債）

　当第２四半期会計期間末における流動負債は27億25百万円となり、前事業年度末に比べ55百万円減少いたし

ました。これは主に短期借入金が１億58百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は６億22

百万円となり、前事業年度末に比べ１億60百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が１億58百万円減

少したことによるものであります。

　この結果、負債合計は33億47百万円となり、前事業年度末に比べ２億15百万円減少いたしました。

（純資産）

　当第２四半期会計期間末における純資産合計は19億１百万円となり、前事業年度末に比べ30百万円減少いた

しました。これは主に自己株式の取得48百万円が生じたことによるものであります。

　この結果、自己資本比率は36.2％（前事業年度末は35.2％）となりました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は１億54百万円とな

り、前事業年度末に比べ６百万円減少いたしました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 当第２四半期累計期間の営業活動の結果得られた資金は４億35百万円となりました（前年同期は２億23百万

円）。この主たる要因は仕入債務が１億15百万円増加（前年同期は２億91百万円の減少）したことによるもの

であります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 当第２四半期累計期間の投資活動の結果使用した資金は39百万円となりました（前年同期は57百万円）。こ

の主たる要因は、有形固定資産の取得により12百万円（前年同期は46百万円）支出し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）

 当第２四半期累計期間の財務活動の結果使用した資金は４億３百万円となりました（前年同期は１億50百万

円）。この主たる要因は有利子負債額が３億17百万円（前年同期は88百万円）減少したことによるものであり

ます。

 

(4）経営方針・経営戦略等

当第２四半期累計期間において、当社の経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(6) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。
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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 8,000,000

計 8,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成29年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年11月２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 4,022,774 同左

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株であ

ります。

計 4,022,774 同左 － －

 

（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29年７月１

日～　　平成29年９月

30日

－ 4,022,774 － 664,740 － －

 

（６）【大株主の状況】

  平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

株式会社研創エンタープライズ 広島市安佐北区上深川町448番地 840 20.9

研創社員持株会 広島市安佐北区上深川町448番地 203 5.0

肥田 亘 広島県安芸郡海田町 150 3.7

研創親和会 広島市安佐北区上深川町448番地 130 3.2

林 航司 広島市安佐北区 97 2.4

林 誠二 広島市安佐北区 70 1.7

株式会社ゲイビ 広島市中区幟町11番４号 55 1.4

中島産業株式会社 広島市安佐南区伴東七丁目33番11号 54 1.3

丸田　稔 長野県上伊那郡箕輪町 48 1.2

株式会社明智
大阪府箕面市小野原東六丁目31番19

号
41 1.0

計 － 1,690 42.0

（注）上記のほか、自己株式が298千株あります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年９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）
（自己保有株式）

普通株式   298,100
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,723,500 37,235 －

単元未満株式 普通株式     1,174 － －

発行済株式総数 4,022,774 － －

総株主の議決権 － 37,235 －

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

２．「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数10個）含まれ

ております。

３．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が95株含まれております。

②【自己株式等】

平成29年９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(％)

（自己保有株式）

株式会社研創

広島市安佐北区上深川町

448番地
298,100 － 298,100 7.41

計 － 298,100 － 298,100 7.41

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

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２四半期会計期間（平成29年７月１日から平成29

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、西日本監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社が存在しないため、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 267,560 260,932

受取手形及び売掛金 1,763,207 ※１ 1,525,192

電子記録債権 84,115 ※１ 75,139

商品及び製品 34,124 41,879

仕掛品 57,928 88,168

原材料及び貯蔵品 102,325 98,255

その他 74,705 58,602

貸倒引当金 △803 △1,053

流動資産合計 2,383,162 2,147,115

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 676,788 659,701

土地 1,432,420 1,432,420

その他（純額） 238,276 226,603

有形固定資産合計 2,347,486 2,318,725

無形固定資産 39,255 38,681

投資その他の資産   

投資有価証券 38,433 37,840

投資不動産（純額） 400,737 396,042

その他 288,315 313,004

貸倒引当金 △1,553 △1,493

投資その他の資産合計 725,932 745,393

固定資産合計 3,112,673 3,102,799

資産合計 5,495,836 5,249,915
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,256,125 ※１ 1,371,889

短期借入金 1,145,425 987,132

未払法人税等 45,555 33,011

賞与引当金 80,539 85,411

その他 252,560 247,684

流動負債合計 2,780,206 2,725,130

固定負債   

長期借入金 369,360 210,600

退職給付引当金 124,288 122,494

役員退職慰労引当金 273,150 273,150

資産除去債務 1,585 1,597

その他 15,000 15,000

固定負債合計 783,383 622,841

負債合計 3,563,590 3,347,971

純資産の部   

株主資本   

資本金 664,740 664,740

資本剰余金 264,930 264,930

利益剰余金 1,047,726 1,065,837

自己株式 △58,770 △106,770

株主資本合計 1,918,627 1,888,737

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,618 13,206

評価・換算差額等合計 13,618 13,206

純資産合計 1,932,246 1,901,944

負債純資産合計 5,495,836 5,249,915
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（２）【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 2,334,656 2,550,850

売上原価 1,613,895 1,776,921

売上総利益 720,760 773,929

販売費及び一般管理費 ※１ 667,496 ※１ 690,721

営業利益 53,264 83,208

営業外収益   

受取利息 788 668

受取配当金 1,177 736

受取地代家賃 10,912 9,112

助成金収入 7,506 7,400

その他 6,086 3,558

営業外収益合計 26,471 21,476

営業外費用   

支払利息 6,276 3,845

債権保全利息 4,210 3,796

不動産賃貸費用 7,057 7,094

その他 5,163 297

営業外費用合計 22,708 15,033

経常利益 57,027 89,650

特別利益   

固定資産売却益 － 358

特別利益合計 － 358

特別損失   

固定資産除却損 48 1,384

特別損失合計 48 1,384

税引前四半期純利益 56,978 88,624

法人税、住民税及び事業税 11,363 22,033

法人税等調整額 10,275 10,034

法人税等合計 21,638 32,068

四半期純利益 35,340 56,556
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 56,978 88,624

減価償却費 67,420 56,485

貸倒引当金の増減額（△は減少） △210 189

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,329 4,872

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,502 △1,794

受取利息及び受取配当金 △1,965 △1,404

支払利息 6,276 3,845

固定資産除却損 48 1,384

固定資産売却損益（△は益） － △358

売上債権の増減額（△は増加） 552,931 246,991

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,695 △33,925

仕入債務の増減額（△は減少） △291,529 115,764

その他の資産の増減額（△は増加） △12,605 6,689

その他の負債の増減額（△は減少） △84,082 △17,602

小計 304,399 469,763

利息及び配当金の受取額 1,965 1,404

利息の支払額 △6,007 △3,366

法人税等の支払額 △76,932 △32,147

営業活動によるキャッシュ・フロー 223,425 435,653

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 △49,000 △49,000

定期預金の払戻による収入 49,000 49,000

有形固定資産の取得による支出 △46,179 △12,259

有形固定資産の売却による収入 － 750

無形固定資産の取得による支出 △2,140 △2,010

敷金・保証金等の増減額（△は増加） △12,306 △29,711

貸付けによる支出 △3,660 △800

貸付金の回収による収入 6,488 4,926

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,798 △39,104

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 180,000 △150,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △468,122 △167,053

自己株式の取得による支出 △23,350 △48,000

配当金の支払額 △39,490 △38,124

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,962 △403,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,664 △6,627

現金及び現金同等物の期首残高 126,096 161,560

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 140,761 ※１ 154,932
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

※１　四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債権

　四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理

をしております。なお、当四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形

及び電子記録債権が四半期会計期間末日残高に含まれております。

 
前事業年度

（平成29年３月31日）
当第２四半期会計期間
（平成29年９月30日）

受取手形 －千円 57,096千円

電子記録債権 －千円 13,127千円

支払手形 －千円 204,041千円

 

（四半期損益計算書関係）

※１ 販売費及び一般管理費の主な費目及び金額

 
　前第２四半期累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

　当第２四半期累計期間
（自 平成29年４月１日

　　至 平成29年９月30日）

賞与引当金繰入額 38,179千円 40,632千円

退職給付費用 5,662千円 4,655千円

給料手当 208,275千円 212,021千円

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期累計期間

（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

現金及び預金勘定 246,761千円 260,932千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △106,000千円 △106,000千円

現金及び現金同等物 140,761千円 154,932千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の
総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日
配当の
原資

平成28年６月29日

定時株主総会
普通株式 39百万円 10円 平成28年３月31日 平成28年６月30日

利益

剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

自己株式の取得

　当社は平成28年５月23日開催の取締役会における自己株式の取得に関する決議に基づき自己株式20,000株

の取得を、平成28年８月９日開催の取締役会における自己株式の取得に関する決議に基づき自己株式50,000

株の取得を行いました。この結果、当第２四半期累計期間において自己株式が23百万円増加し、当第２四半

期会計期間末において自己株式が40百万円となっております。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の
総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日
配当の
原資

平成29年６月29日

定時株主総会
普通株式 38百万円 10円 平成29年３月31日 平成29年６月30日

利益

剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

自己株式の取得

　当社は平成29年５月19日開催の取締役会における自己株式の取得に関する決議に基づき自己株式120,000

株の取得を行いました。この結果、当第２四半期累計期間において自己株式が48百万円増加し、当第２四半

期会計期間末において自己株式が１億６百万円となっております。

 

（金融商品関係）

当第２四半期累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

　当第２四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要

性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（有価証券関係）

当第２四半期累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

　その他有価証券で時価のあるもののうち、事業の運営において重要であり、かつ、前事業年度の末日に比べて

著しい変動が認められるのものはありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平

成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

当社は、サイン製品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間

（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 8円99銭 14円94銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 35,340 56,556

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 35,340 56,556

普通株式の期中平均株式数（株） 3,929,579 3,784,579

（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、潜在株式が存在してい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。

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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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29年11月１日

株式会社研創

取締役会 御中

 

西日本監査法人

 

 
代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士 大藪 俊治   印

 

 業務執行社員  公認会計士 稲積 博則   印

 

　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」に掲げられている株式会社研創の

平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第47期事業年度の第２四半期会計期間（平成29年７月１日から平成29年９

月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社研創の平成29年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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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