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1. 2020年3月期の連結業績（2019年4月1日～2020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 ％

2020年3月期 18,127 2.1 △152 ― △109 ― △347 ―

2019年3月期 17,760 7.8 73 △72.1 114 △59.3 110 △49.6

（注）包括利益 2020年3月期　　△1,438百万円 （―％） 2019年3月期　　△520百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

2020年3月期 △113.45 ― △2.2 △0.7 △0.8

2019年3月期 35.59 ― 0.7 0.4 0.4

（参考） 持分法投資損益 2020年3月期 ―百万円 2019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

2020年3月期 25,251 15,472 60.6 4,993.91

2019年3月期 28,166 17,125 60.2 5,486.99

（参考） 自己資本 2020年3月期 15,298百万円 2019年3月期 16,956百万円

(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

2020年3月期 507 △612 △1,076 1,793

2019年3月期 1,931 △1,176 △85 2,974

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 ％ ％

2019年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00 154 140.5 0.9

2020年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00 153 △44.1 1.0

2021年3月期(予想) ― 0.00 ― 50.00 50.00 ―

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）
（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



※ 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） 2020年3月期 3,103,420 株 2019年3月期 3,103,420 株

② 期末自己株式数 2020年3月期 39,971 株 2019年3月期 13,069 株

③ 期中平均株式数 2020年3月期 3,066,450 株 2019年3月期 3,101,915 株

（参考）個別業績の概要

1. 2020年3月期の個別業績（2019年4月1日～2020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 ％

2020年3月期 13,391 △2.5 △68 ― 22 △88.0 △160 ―

2019年3月期 13,734 △2.3 95 △33.8 183 △16.5 339 51.0

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

2020年3月期 △52.48 ―

2019年3月期 109.43 ―

(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

2020年3月期 23,350 14,674 62.8 4,790.09

2019年3月期 25,734 16,031 62.3 5,187.55

（参考） 自己資本 2020年3月期 14,674百万円 2019年3月期 16,031百万円

2. 2021年 3月期の個別業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ―

※ 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

2021年3月期の業績予想については、新型コロナ感染症の感染拡大により展示会・イベントの延期などによる印刷事業の商業印刷物減少等があり、今後の見
通し等が不透明です。そのため、現段階では業績に与える影響を合理的に見積もることが困難であるため、業績予想を未定とさせていただき、今後、業績予想
の算定が可能になった時点で速やかに開示します。
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1. 経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善により緩やかな回復

傾向が続いていましたが、年度末にかけて新型コロナウイルス感染症拡大により、多くの産業で企

業収益が影響を受け始めており、先行きの景気は悪化傾向が顕著になっています。 

印刷業界におきましては、電子書籍市場やインターネット広告市場の拡大による紙媒体の需要減

少や競争の激化による受注単価の下落が続いていることに加え、新型コロナウイルス感染症拡大に

よる影響などもあり、経営環境は依然として厳しい状況が続きました。 

当社はこのような情勢のもと、営業部門においては前連結会計年度において新たに連結子会社と

なった新村印刷株式会社とのシナジー効果を早期に発揮させるための取り組みを行い、包装・パッ

ケージ分野の受注拡大を図るとともに、包装・パッケージ及び医療用添付文書の生産設備を増強し

ました。さらに、伸張分野である配送用ラベル伝票についても積極的に受注活動を展開するととも

に、生産設備を増強しました。組織面では、グループの物流管理部門並びに商業印刷分野の営業部

門及び生産管理部門の集約を行い、情報の一元化及び業務効率化を図りました。 

また、環境に配慮した取り組みの一環として、一般社団法人日本印刷産業連合会が運営する環境

配慮推進制度である「グリーンプリンティング認定」を草加工場にて取得しました。 

当連結会計年度の業績は、前第 3 四半期連結会計期間より新村印刷株式会社を連結子会社化した

ことが寄与し、売上高は 181 億 27 百万円（前年同期比 2.1％増）となりました。しかしながら、損

益面では、営業損失 1 億 52 百万円（前年同期は 73 百万円の利益）、経常損失 1 億 9 百万円（前年

同期は 1 億 14 百万円の利益）、親会社株主に帰属する当期純損失 3 億 47 百万円（前年同期は 1 億

10 百万円の利益）となりました。 

 

セグメント別の経営成績を示すと次のとおりです。 

① 印刷事業 

前第 3 四半期連結会計期間より新村印刷株式会社を連結子会社化したことが寄与し、売上高は

164 億 60 百万円（前年同期比 2.8％増）となりましたが、損益面では、新村印刷株式会社の貢

献がなく、セグメント損失（営業損失）1 億 26 百万円（前年同期は 25 百万円の損失）となり

ました。 

② 電子部品製造事業 

市場低迷により、車載用タッチパネル製品及びエッチング精密製品の売上が大幅減少したこと

により、売上高は 12 億 98 百万円（前年同期比 6.9％減）、セグメント損失（営業損失）3 億

87 百万円（前年同期は 2 億 36 百万円の損失）となりました。 

③ 不動産賃貸等事業 

    売上高は 5 億 8 百万円（前年同期比 6.5％増）、セグメント利益（営業利益）3 億 60 百万円（前

年同期比 7.4％増）となりました。 
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（２）当期の財政状態の概況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 29 億 14 百万円減少の 252 億 51 百万円

となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ 12 億 61 百万円減少の 97 億 79 百万円となりました。 

純資産合計は、前連53結会計年度末に比べ16億53百万円減少の154億72百万円となりました。 

 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

   当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ億 11 億 81 百万円減少

し、当連結会計年度末には 18 億 53 百万円となりました。 

(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るキャッシュ・フローは、5 億 7 百万円の収入超過となり

ました。 

（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るキャッシュ・フローは、6 億 12 百万円の支出超過となり

ました。 

（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るキャッシュ・フローは、10 億 76 百万円の支出超過とな

りました。 

 

（４）今後の見通し 

   2021年 3月期の業績予想については、新型コロナ感染症の感染拡大により、展示会・イベントの

延期などによる印刷事業の商業印刷物減少等があり、今後の見通しが不透明です。そのため、現段

階では業績に与える影響を合理的に見積もることは困難であるため、業績予想を未定とさせていた

だき、今後、業績予想の算定が可能になった時点で速やかに開示します。 

 

２. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 

   当社グループの利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であるため、会計基準につき

ましては日本基準を適用しています。 
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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
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,413,219 2,177,441

受取手形及び売掛金 2,728,716 2,471,243

製品 414,428 694,155

仕掛品 585,854 412,548

原材料及び貯蔵品 141,233 148,638

その他 103,193 173,313

貸倒引当金 △2,000 △2,000

流動資産合計 7,384,645 6,075,341

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 33,288,119 33,120,000

減価償却累計額 △26,838,273 △26,829,989

建物及び構築物（純額） 6,449,845 6,290,010

機械装置及び運搬具 19,110,441 18,988,995

減価償却累計額 △16,028,000 △15,621,215

機械装置及び運搬具（純額） 3,082,441 3,367,779

工具、器具及び備品 1,283,202 1,304,170

減価償却累計額 △1,191,868 △1,198,573

工具、器具及び備品（純額） 91,333 105,596

土地 3,919,278 3,919,278

リース資産 2,595,784 2,479,023

減価償却累計額 △1,255,795 △1,273,032

リース資産（純額） 1,339,988 1,205,990

建設仮勘定 164,735 5,019

有形固定資産合計 15,047,622 14,893,675

無形固定資産

のれん 26,985 -

その他 58,706 88,581

無形固定資産合計 85,692 88,581

投資その他の資産

投資有価証券 4,944,021 3,438,908

繰延税金資産 146,225 287,624

退職給付に係る資産 458,801 394,818

その他 152,255 126,515

貸倒引当金 △53,059 △54,131

投資その他の資産合計 5,648,245 4,193,735

固定資産合計 20,781,559 19,175,992

資産合計 28,166,205 25,251,334

決算短信（宝印刷） 2020年05月12日 20時39分 1ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）

光村印刷（株）（7916）　2020年3月期　決算短信

－4－



(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,102,869 2,002,605

短期借入金 1,630,000 1,610,000

１年内返済予定の長期借入金 514,000 514,000

リース債務 321,404 307,037

未払費用 499,227 373,366

未払法人税等 182,313 69,206

賞与引当金 146,342 127,512

その他 744,644 791,953

流動負債合計 6,140,802 5,795,681

固定負債

長期借入金 1,221,000 707,000

リース債務 1,125,244 967,238

役員退職慰労引当金 33,753 33,059

退職給付に係る負債 1,597,728 1,622,141

繰延税金負債 630,255 346,822

その他 292,362 307,334

固定負債合計 4,900,344 3,983,597

負債合計 11,041,147 9,779,278

純資産の部

株主資本

資本金 5,607,886 5,607,886

資本剰余金 4,449,556 4,449,556

利益剰余金 5,661,903 5,159,504

自己株式 △29,813 △86,528

株主資本合計 15,689,533 15,130,419

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,367,421 356,226

退職給付に係る調整累計額 △100,200 △188,055

その他の包括利益累計額合計 1,267,220 168,170

非支配株主持分 168,304 173,465

純資産合計 17,125,058 15,472,055

負債純資産合計 28,166,205 25,251,334
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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 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

売上高 17,760,699 18,127,867

売上原価 14,394,801 14,916,278

売上総利益 3,365,897 3,211,588

販売費及び一般管理費 3,292,092 3,364,203

営業利益又は営業損失（△） 73,805 △152,615

営業外収益

受取利息 549 397

受取配当金 102,176 97,584

受取家賃 10,060 10,133

その他 46,978 46,874

営業外収益合計 159,765 154,989

営業外費用

支払利息 73,534 68,233

その他 45,974 43,466

営業外費用合計 119,508 111,700

経常利益又は経常損失（△） 114,063 △109,326

特別利益

投資有価証券売却益 410,930 -

負ののれん発生益 16,744 -

特別利益合計 427,675 -

特別損失

固定資産除却損 36,411 4,349

固定資産売却損 - 34,757

減損損失 37,930 -

投資有価証券評価損 - 55,690

希望退職関連費用 160,168 -

割増退職金 - 28,000

特別損失合計 234,510 122,797

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

307,228 △232,123

法人税、住民税及び事業税 180,070 47,726

法人税等調整額 8,079 60,069

法人税等合計 188,149 107,795

当期純利益又は当期純損失（△） 119,078 △339,919

非支配株主に帰属する当期純利益 8,677 7,961

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

110,400 △347,881
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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 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） 119,078 △339,919

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △615,313 △1,011,195

退職給付に係る調整額 △24,094 △87,854

その他の包括利益合計 △639,407 △1,099,050

包括利益 △520,329 △1,438,969

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △529,007 △1,446,931

非支配株主に係る包括利益 8,677 7,961

決算短信（宝印刷） 2020年05月12日 20時39分 4ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）

光村印刷（株）（7916）　2020年3月期　決算短信

－7－



（３）連結株主資本等変動計算書

　 前連結会計年度（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 5,607,886 4,449,556 5,878,095 △160,076 15,775,461

当期変動額

剰余金の配当 △155,404 △155,404

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△）

110,400 110,400

自己株式の取得 △40,924 △40,924

自己株式の消却 △171,187 171,187 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - △216,192 130,263 △85,928

当期末残高 5,607,886 4,449,556 5,661,903 △29,813 15,689,533

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評価差

額金

退職給付に係る調整累

計額

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 1,982,734 △76,106 1,906,628 162,426 17,844,516

当期変動額

剰余金の配当 △155,404

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△）

110,400

自己株式の取得 △40,924

自己株式の消却 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△615,313 △24,094 △639,407 5,877 △633,529

当期変動額合計 △615,313 △24,094 △639,407 5,877 △719,458

当期末残高 1,367,421 △100,200 1,267,220 168,304 17,125,058
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　 当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020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 5,607,886 4,449,556 5,661,903 △29,813 15,689,533

当期変動額

剰余金の配当 △154,517 △154,517

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△）

△347,881 △347,881

自己株式の取得 △56,715 △56,715

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - △502,397 △56,715 △559,112

当期末残高 5,607,886 4,449,556 5,159,505 △86,528 15,130,420

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評価差

額金

退職給付に係る調整累

計額

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 1,367,421 △100,200 1,267,220 168,304 17,125,058

当期変動額

剰余金の配当 △154,517

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△）

△347,881

自己株式の取得 △56,715

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△1,011,195 △87,854 △1,099,050 5,161 △1,093,888

当期変動額合計 △1,011,195 △87,854 △1,099,050 5,161 △1,653,002

当期末残高 356,226 △188,055 168,170 173,465 15,472,055
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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 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日

　至 2020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又は税金等調整前当期
純損失（△）

307,228 △232,122

減価償却費 1,107,666 1,116,644

減損損失 37,930 -

のれん償却額 26,985 26,985

負ののれん発生益 △16,744 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） 872 1,072

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,179 △18,830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △307 △693

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △42,068 56,541

受取利息及び受取配当金 △102,726 △98,035

支払利息 73,534 68,233

固定資産除却損 36,411 4,349

固定資産売却損益（△は益） - 34,757

投資有価証券売却損益（△は益） △410,930 △727

投資有価証券評価損益（△は益） - 55,690

売上債権の増減額（△は増加） 486,761 257,473

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,327 △113,826

仕入債務の増減額（△は減少） △104,148 △100,264

未払消費税等の増減額（△は減少） 140,219 230,805

未収消費税等の増減額（△は増加） 20,198 13,021

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △48,439 △94,553

その他 196,534 △554,382

小計 1,656,469 652,137

利息及び配当金の受取額 102,726 98,035

利息の支払額 △75,697 △67,809

保険金の受取額 305,621 -

法人税等の支払額 △77,840 △174,595

法人税等の還付額 20,180 -

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,931,459 507,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 608,542 53,973

有形固定資産の取得による支出 △1,179,214 △684,492

有形固定資産の売却による収入 - 6,039

投資有価証券の取得による支出 △21,955 △26,509

投資有価証券の売却による収入 687,109 19,762

貸付金の回収による収入 100,000 15,320

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△1,373,876 -

その他 2,524 2,952

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,176,870 △612,953
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 40,000 △20,000

長期借入れによる収入 1,000,000 -

長期借入金の返済による支出 △583,900 △514,000

リース債務の返済による支出 △342,745 △329,014

自己株式の取得による支出 △40,924 △56,715

配当金の支払額 △155,144 △154,088

非支配株主への配当金の支払額 △2,800 △2,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,514 △1,076,618

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 669,073 △1,181,803

現金及び現金同等物の期首残高 2,305,813 2,974,886

現金及び現金同等物の期末残高 2,974,886 1,853,087
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（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。 

 

   （セグメント情報） 

 Ⅰ 前連結会計年度（自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31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 

  （単位：千円） 

 報告セグメント  

調整額 

連結損益計

算書計上額 印刷 電子部品

製 造 

不動産 

賃貸等 

計 

売上高 

 外部顧客への売上    

 高 

 セグメント間の内 

部売上高又は振替  

高 

 

 

16,006,411 

 

 

－ 

 

 

1,394,264 

 

 

－ 

 

 

360,023 

 

 

116,955 

 

 

17,760,699 

 

 

116,955 

 

 

－ 

 

 

△116,955 

 

 

17,760,699 

 

 

－ 

 

計 16,006,411 1,394,264 476,979 17,877,654 △116,955 17,760,699 

セグメント利益又は

損失（△） 

 

△25,414 

 

△236,609 

 

335,829 

 

73,805 

 

－ 

 

73,805 

 

 Ⅱ 当連結会計年度（自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31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 

  （単位：千円） 

 報告セグメント  

調整額 

連結損益計

算書計上額 印刷 電子部品

製 造 

不動産 

賃貸等 

計 

売上高 

 外部顧客への売上    

 高 

 セグメント間の内 

部売上高又は振替  

高 

 

 

16,460,541 

 

 

－ 

 

 

1,298,390 

 

 

－ 

 

 

368,935 

 

 

139,116 

 

 

18,127,867 

 

 

139,116 

 

 

－ 

 

 

△139,116 

 

 

18,127,867 

 

 

－ 

 

計 16,460,541 1,298,390 508,052 18,266,984 △139,116 18,127,867 

セグメント利益又は

損失（△） 

 

△126,185 

 

△387,058 

 

360,628 

 

△152,615 

 

－ 

 

△152,615 
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（1株当たり情報） 

前連結会計年度 

自 2018年 4月 1日 

至 2019年 3月 31日 

当連結会計年度 

自 2019年 4月 1日 

至 2020年 3月 31日 

1株当たり純資産額         5,486.99円 

1株当たり当期純利益          35.59円 

 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在していないため記載していませ

ん。 

1株当たり純資産額         4,993.91円 

1株当たり当期純損失          113.45円 

 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益について

は、1 株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在していないため記載していません。 

（注）1. 1株当たり当期純利益金額の算定基礎は、以下のとおりです。 

     前連結会計年度 

自 2018年 4月 1日 

 至 2019年 3月 31日 

当連結会計年度 

自 2019年 4月 1日 

至 2020年 3月 31日 

親会社株主に帰属する当期純利益 

又は親株主に帰属する当期純損失

（△）（千円） 

 

110,400 

 

△347,881 

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

する当期純利益又は普通株式に係

る親株主に帰属する当期純損失

（△）（千円） 

 

110,400 

 

△347,881 

期中平均株式数（千株） 3,101 3,066 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

光村印刷（株）（7916）　2020年3月期　決算短信

－13－




