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平成 19 年 3 月期   中間決算短信（連結） 平成１８年１１月２１日 

上 場 会 社 名  カーディナル株式会社 上場取引所  大阪証券取引所（ヘラクレス市場部） 
コ ー ド 番 号  ７８５５ 本社所在都道府県 大阪府 
（ＵＲＬ http://www.cardinal.co.jp） 
代 表 者   役職名 代表取締役社長  氏名 元屋地 文明 
問合せ先責任者   役職名 代表取締役常務  氏名 山 田 弘 直 ＴＥＬ (０６)６９３４－４１４１ 
決算取締役会開催日 平成１８年１１月２１日  米国会計基準採用の有無  無 
  
１ 18年 9月中間期の連結業績（平成18年 4月 1日～平成18年 9月30日） 
 （注）当社は、平成18年9月期より中間連結財務諸表を作成しているため、平成17年9月期と平成18年3月期の数値 

並びに対前年中間期増減率については記載しておりません。 
(1) 連結経営成績                                （百万円未満四捨五入） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年 9月中間期 
17年 9月中間期 

百万円   ％
813   ― 

   ―     ― 

百万円   ％
143      ― 
―     ― 

百万円   ％
140     ― 
―    ― 

18年 3月期 ―            ―          ―      
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 
18年 9月中間期 
17年 9月中間期 

百万円   ％
81     ― 

  ―    ― 

円   銭
37   69 
―   ― 

円   銭

― 

― 

18年 3月期 ―      ―   ― ― 

(注)①持分法投資損益 18年9月中間期  ―百万円 17年9月中間期  ―百万円 18年3月期  ―百万円 
②期中平均株式数（連結） 18年9月中間期 2,143,000株 17年9月中間期  ―株 18年3月期  ―株 
③会計処理の方法の変更   無 

 
(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

 
18年 9月中間期 
17年 9月中間期 

百万円 
2,536 
  ― 

百万円
1,473 
  ― 

％ 
58.1 
 ― 

円   銭
687  45  
―  ―  

18年 3月期   ―   ―  ― ―  ―  

(注)期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 2,143,000株 17年9月中間期  ―株 18年3月期  ―株 
 
(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

 
18年 9月中間期 
17年 9月中間期 

百万円 
106 
 ― 

百万円
△296 
  ― 

百万円 
  162 
   ― 

百万円
375 
 ― 

18年 3月期  ―   ―   ―  ― 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

  連結子会社数  1社   持分法適用非連結子会社数  ―社   持分法適用関連会社数  ―社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

  連結（新規）  1社 （除外）  ―社    持分法（新規）  ―社 （除外）  ―社 
 
２ 19年 3月期の連結業績予想(平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円
1,760 

百万円
270 

百万円
138 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）60円94銭 
※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、今後
様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記の予想に関する事項については５ページをご参照下さい。 

 

http://www/


 

１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社（カーディナル株式会社）と連結子会社 1 社（株式会社ウィルワンカード）及び非連結子会

社 1社（日本カード印刷株式会社）により構成されております。 

 当社は、あらゆるカード類の製造を主たる事業としており、全国の販売代理店の発注により受注生産を行っており

ます。営業部門は、カードの販売代理店確保に重点を置き、現在では国内に 4,293 社の販売代理店があります。 

製造部門は、小ロット多品種生産を得意とし、原材料及び仕様の違う全てのカード製造に対応しております。 

連結子会社として平成 18 年 6 月 9 日に東京都千代田区に設立された株式会社ウィルワンカードがあり、カードの製

造部門と営業部門があります。非連結子会社の日本カード印刷株式会社は、販売代理店としての位置付けであります。 

 

＜事業系統図＞ 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

エ ン ド ユ ー ザ ー  

 

 

 

販売代理店 ★㈱ｳｨﾙﾜﾝｶｰﾄﾞ ☆日本ｶｰﾄﾞ印刷㈱ 販売代理店  

 

カード製造事業 

当      社 

 

 

 

 

 

 

 

 

             製品の流れ    ★連結子会社    ☆非
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基幹業務統合ソフト製造事
連結子会社 



 

２．経営方針 

 

（１）経営の基本方針 

   当社は、昭和42年の会社設立以来「良い物を、より早く、より安く」をスローガンに、全社一丸となってカー 

ド製造に積極的に取り組んでまいりました。今後さらに、先進設備の導入と生産技術の向上により、顧客のニー 

ズに応えられる高品質で価格競争力のある製品を提供することにより、経済の発展に寄与してまいります。 

 経営指針としては、連結子会社と共に以下のとおりであります。 

①常に技術革新を追及し、顧客に最高の製品とサービスを提供する。 

②常にキャッシュ・フローを管理し、堅実経営を行う。 

③販売代理店との連携を積極的に行う。 

④社会への積極的貢献をする。 

⑤環境保護に留意し積極的に取組む。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

   当社グループは、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大と、安定的な経営基盤の確保を重要な経営目標 

と位置付けております。 

   従って、株主に対する配当につきましては、中長期的な事業計画に基づき、再投資のための内部資金の確保と 

安定的な配当を念頭におきながら、財政状態、利益水準及び配当性向等を総合的に勘案して検討することとして 

おります。 

 以上の方針に基づき、当社の中間配当は、1株につき 7円といたしました。 

なお、内部留保資金につきましては、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、より強固な財務体質 

を確定するために有効投資してまいりたいと考えております。 

 

（３）目標とする経営指標 

   当社グループは、目標とする経営指標について、数値的には特に定めておりませんが、キャッシュフローを重 

視し、規模を追い求める経営ではなく、堅実な経営により企業価値を最大化していくことを目標としております。 

 

（４）中長期的な経営戦略 

   当社は、会社設立以来小ロット多品種のカードを販売代理店を通じて販売しており、平成18年9月30日現在で 

4,293社の販売代理店を有しており、各営業所別の代理店数は、本社2,178社、東京支社1,344社、九州営業所 

624社、製造部ソフト課47社、名古屋営業所100社となっております。 

安定的な収益を確保するため、平成20年までに販売代理店数を5,000社以上確保することを目標としております。 

 連結子会社については、安定した収益を確保するため、全社的に改善中であり、来期より当社に準じて中長期 

的な経営戦略の立案を行う予定であります。 

 

（５）対処すべき課題 

   当社が対処すべき当面の課題としては、①中部地域を含む東日本地域での製品販売代理店の増加、②オンデマ 

ンド印刷方式によるＩＤカードなど、小ロット多品種型の高付加価値カードの販売強化、③ＩＣカードの販売促 

進と売上高増加が挙げられます。 

① 当社は、会社設立以来販売代理店を通じてカードを販売しており、現在では 4,293 社の販売代理店を保有す 

ることができ、そのうち東日本地域（中部地域を含む）での販売代理店は 1,444 社(33.6%)であります。 

当中間会計期間において、東日本地域での販売力強化のため子会社を設立しております。子会社において、現 

在では東日本地域での販売代理店 1,281 社を含む 1,345 社の販売代理店を保有することができ、当社グループ 
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としての東日本地域（中部地域を含む）での販売代理店は 2,725 社(48.3%)となっており、東日本地域での販 

売代理店の増加が図られております。 

② 当社は、小ロット多品種生産を得意とする企業であります。従来の小ロットとは概ね 1,000 枚程度のカード 

受注のことを指していましたが、オンデマンド印刷方式により最低 20 枚からカード製造を受注することが可 

能になりました。オンデマンド印刷方式によるカードはＩＤカードに最適であり、従来の印刷方式によるカー 

ドに比べて顧客への納期も短縮され、価格も安く提供できるようになりました。今後、オンデマンド印刷方式 

によるカードをいかに普及、拡充し、収益の拡大を図るかが課題であります。 

③ ＩＣカードに対する問合せは現在も数多くありますが、規格の統一やシステム機器の仕様統一などの問題が 

あり、受注成立までに至らない場合があります。当社からも積極的にＩＣカードの販売促進を図り、いかに売 

上高増加に結び付けるかが課題であります。 

 

（６）その他、会社の経営上の重要な事項 

   該当する事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

 

（１）経営成績 

 当事業年度におけるわが国の経済は、企業収益が好調に推移するなか設備投資の拡大、雇用・所得環境の改善 

に伴う個人消費が堅調に推移し回復基調が継続しました。 

   このような状況下において当社グループは、東日本地域での営業活動の強化、原価の低減や生産効率の向上に 

取り組みました。 

   この結果、中間連結会計期間の業績は、売上高で 813,264 千円、営業利益 142,905 千円、経常利益は 140,236 

千円、中間純利益は 80,777 千円となりました。 

 なお、当中間連結会計期間は中間連結財務諸表を初めて作成するため、前年同期との比較分析は行っておりま 

せん。 

 

   事業部門別の業績は次のとおりであります。 

  ①カード製造事業 

   当中間連結会計期間の売上高は 813,159 千円となりました。平成 18 年 6月に株式会社ウィルワンカードを設 

立し、東日本地域での販売力強化を進めております。 

  ②基幹業務統合ソフト製造事業 

   当中間連結会計期間の売上高は 104 千円となりました。 

 

 通期の見通しにつきましては、国内景気は引き続き回復基調が継続するものと思われます。 

 当社グループといたしましては、このような経営環境のもと、安定的な利益確保に向け、引き続き東日本地域 

での営業活動の強化を図るとともに、高付加価値製品の開発により業績向上を図る所存であります。 

 なお、通期の売上高は 1,760 百万円、経常利益は 270 百万円、当期純利益は 138 百万円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態 

   当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が 140,236

千円確保でき、当中間会計期間末には、374,762 千円となりました。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   当中間会計期間において営業活動による資金の増加は、106,907 千円となりました。これは主に、税金等調整 

前中間純利益 140,236 千円を確保でき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） 

 当中間会計期間において投資活動による資金の減少は、296,461 千円となりました。これは主に、営業譲受に 

よる支出 232,500 千円があったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において財務活動による資金の増加は、161,625 千円となりました。これは主に、長期借入金 

による収入 230,000 千円があったためであります。 
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（３）事業等のリスク 

   当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあ 

ります。 

   ①会社がとっている特異な経営方針によるリスク 

     当社グループの主要製品は、製造方法について特許権等を有していないため、新規参入が予想され、その 

場合業績に影響を及ぼす可能性があります。 

   ②販売方法のリスク 

     当社グループは、代理店制度を採用しているため、大口案件でカード製造メーカーと競合になった場合、 

代理店の販売価格によっては受注できないことが想定され、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

   ③取引先の信用リスク 

     当社グループは、現在 5,638 社の販売代理店を保有しております。全ての販売代理店の業績等を調査する 

ことが出来ないため、販売代金を受領する前に販売代理店が信用不安に陥った場合には、業績に影響を及ぼ 

す可能性があります。 

   ④業績予測に対するリスク 

     当社グループは、販売代理店の発注により受注生産を行っており、受注から納品まで非常に短期間であり 

ます。そのため、半年、一年先の業績予測が行いにくくなっており、業績予測を修正しなければならない可 

能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 

（1）中間連結貸借対照表 

    

    

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年 9 月 30 日） 

区  分 
注記 

番号 

金  額 

（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

 １ 現金及び預金  374,762

 ２ 受取手形及び売掛金 ※3 484,572

 ３ たな卸資産  117,679

 ４ 繰延税金資産  13,378

 ５ その他  28,719

  貸倒引当金  △3,451

  流動資産合計  1,015,661 40.0

Ⅱ 固定資産  

 １ 有形固定資産  

 (1) 建物及び構築物 ※1.2 452,786

  (2) 機械装置及び運搬具 ※1 251,187

  (3) 土地 ※2 292,208

  (4) その他 ※1 42,815

 計  1,038,998 41.0

 ２ 無形固定資産  

  (1) のれん  151,465

  (2) その他  7,545

 計  159,010 6.3

 ３ 投資その他の資産  

  (1) 投資有価証券  81,533

  (2) 関係会社株式  10,000

  (3) 繰延税金資産  81,605

  (4) 保険積立金  140,973

  (5) その他  9,941

    貸倒引当金  △1,557

 計  322,496 12.7

 固定資産合計  1,520,504 60.0

 資産合計  2,536,166 100.0
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当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

区  分 
注記 

番号 

金  額 

（千円） 

構成比 

（％） 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

 １ 支払手形及び買掛金  209,081

 ２ 短期借入金 ※2 20,000

 ３ 1年以内返済予定の長期借入金 ※2 129,565

 ４ 未払法人税等  61,436

 ５ 賞与引当金  19,761

 ６ 役員賞与引当金  3,700

 ７ その他 ※4 55,067

  流動負債合計  498,611 19.7

Ⅱ 固定負債  

 １ 長期借入金 ※2 357,255

 ２ 再評価に係る繰延税金負債  3,161

 ３ 退職給付引当金  42,652

 ４ 役員退職慰労引当金  161,276

  固定負債合計  564,344 22.2

  負債合計  1,062,956 41.9

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金  323,200

 ２ 資本剰余金  100,600

 ３ 利益剰余金  1,206,785

  株主資本合計  1,630,585 64.3

Ⅱ 評価・換算差額等  

 １ その他有価証券評価差額金  16,153

 ２ 土地再評価差額金  △173,528

  評価・換算差額当合計  △157,375 △6.2

  純資産合計  1,473,209 58.1

  負債純資産合計  2,536,166 100.0
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（２）中間連結損益計算書 

  当中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

区 分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  813,264 100.0

Ⅱ 売上原価  494,930 60.9

   売上総利益  318,334 39.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 175,428 21.6

   営業利益  142,905 17.5

Ⅳ 営業外収益 ※2 2,513 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※3 5,182 0.6

   経常利益  140,236 17.2

   税金等調整前中間純利益  140,236 17.2

   法人税、住民税及び事業税 ※5 59,686 7.3

   法人税等調整額  △226 0.0

   中間純利益  80,777 9.9
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間 （自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年3月31日 残高（千円） 323,200 100,600 1,148,409 1,572,209

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注） △15,001 △15,001

役員賞与（注） △7,400 △7,400

中間純利益 80,777 80,777

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 
 ―

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
― ― 58,376 58,376

平成18年9月30日 残高（千円） 323,200 100,600 1,206,785 1,630,585

     

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 
土地再評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

純資産合計 

平成18年3月31日 残高（千円） 23,759 △173,528 △149,769 1,422,439

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注）  △15,001

役員賞与（注）  △7,400

中間純利益  80,777

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 
△7,605 △7,605 △7,605

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
△7,605 ― △7,605 50,771

平成18年9月30日 残高（千円） 16,153 △173,528 △157,375 1,473,209

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 

 当中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

区 分 
注記

番号

金  額 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前中間純利益 140,236  

   減価償却費 51,508  

   のれん償却 7,971  

   退職給付引当金の減少額 △2,412  

   役員退職慰労引当金の増加額 2,636  

   貸倒引当金の増加額 1,028  

   賞与引当金の増加額 3,861  

   役員賞与引当金の増加額 3,700  

   受取利息及び受取配当金 △593  

   支払利息 5,182  

   売上債権の増加額 △59,212  

   たな卸資産の増加額 △20,541  

   仕入債務の増加額 68,543  

   未払消費税等の減少額 △8,737  

   未収消費税等の増加額 △10,407  

   その他の資産負債増減 10,429  

   役員賞与の支払額 △7,400  

     小 計 185,793  

   利息及び配当金の受取額 563  

   利息の支払額 △5,023  

   法人税等の支払額 △74,425  

  営業活動によるキャッシュ・フロー 106,907  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   投資有価証券の取得による支出 △600  

   有形固定資産の取得による支出 △47,299  

   営業譲受による支出 ※1 △232,500  

   ソフトウェア取得による支出 △829  

 △4,000

820

△12,003  

   貸付による支出 

   貸付金の回収による収入 

   保険積立金の積立による支出 

   保証金の差入による支出 △50  

  投資活動によるキャッシュ・フロー △296,461  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入れによる収入 5,000  

   長期借入による収入 230,000  

   長期借入金の返済による支出 △58,580  

   配当金の支払額 △14,794  

  財務活動によるキャッシュ・フロー 161,625  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △27,929  

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 402,691  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 374,762  
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中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

 

 

当中間連結会計期間 

 自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数  1社 

 株式会社ウィルワンカード 

  平成18年6月9日に新規設立した子会社の㈱ウィルワンカード

を当中間連結会計期間末より連結の範囲に含めております。 

(2)非連結子会社の数  1社 

 日本カード印刷株式会社 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益 

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ 

も中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の非連結子会社及び持分法適用の関連会社はありませ

ん。 

(2)持分法を適用していない非連結子会社（日本カード印刷株式会社）

は、中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の適用から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日に関する

事項 

 連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と同一であります。 

４．会計処理基準に関する事項 

 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

  子会社株式 

   総平均法による原価法 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

     中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純 

資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定） 

   時価のないもの 

    総平均法による原価法 

②たな卸資産 

  先入先出法による原価法 
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当中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

  定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属

設備を除く）については定額法）を採用しております。 

  なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。 

②少額減価償却資産 

  取得価額が100千円以上200千円未満の資産については、法人税

法の規定に基づき、3年間で均等償却しております。 

③無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  なお、のれんについては5年間均等償却、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいており

ます。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

  従業員の賞与の支払いに充てるため、支給見込額基準により計上

しております。 

 ③役員賞与引当金 

  役員賞与の支払に備えて、当連結会計年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上しております。 

④退職給付引当金 

  親会社は、従業員の退職給付に備えるため、中間連結会計期間末

における退職給付債務（中間期末自己都合退職金要支給額。ただし、

中小企業退職金共済制度による積立金を除く。）に基づき、当中間

連結会計期間末において発生していると認められる額を計上して

おります。 

⑤役員退職慰労引当金 

  役員の退職による退職慰労金の支払いに充てるため、内規に基づ

く中間連結期末要支給額を計上しております。 
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当中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

 (4)重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。 

 (5) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理について 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同

等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資としております。 

 

 

 

 

 

 

 14



 

注 記 事 項 

（中間連結貸借対照表関係） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

              1,166,379千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 214,178千円

土地 95,249千円

計 309,427千円

   担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 5,000千円

1年以内返済予定の長期借入金 41,128千円

長期借入金 160,014千円

 計  206,142千円

根抵当権の極度額 480,000千円

 

※３ 中間期末日満期手形 

  中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をも

って決済処理しております。 

なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に

含まれております。 

受取手形       26,507千円 

 

※４ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額

的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 
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（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの 

役員報酬 28,186千円

給与手当 44,854千円

支払手数料 18,212千円

のれん償却額 7,971千円

賞与引当金繰入額 6,962千円

役員賞与引当金繰入額 3,700千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,636千円

退職給付引当金繰入額 1,237千円

貸倒引当金繰入額 1,028千円

 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 164千円

受取配当金 429千円

受取賃貸料 1,486千円

 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5,182千円

 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 49,417千円

無形固定資産 2,090千円

 

※５ 当中間会計期間における税金費用については、提

出会社は簡便法による税効果会計を適用しているため、

法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含め

て表示しております。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数 

（千株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期間末

株式数 

（千株） 

発行済株式  

普通株式 2,143 ― ― 2,143

合  計 2,143 ― ― 2,143

 

２．配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

  平成18年6月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

   普通株式の配当に関する事項 

(イ) 配当金の総額       15,001千円 

(ロ) 1株当たり配当額         7円 

(ハ) 基準日      平成18年3月31日 

(ニ) 効力発生日    平成18年6月28日 

 (2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  平成18年11月21日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 

   普通株式の配当に関する事項 

(イ) 配当金の総額       15,001千円 

(ロ) 配当の原資        利益剰余金 

(ハ) 1株当たり配当額         7円 

(ニ) 基準日      平成18年9月30日 

(ホ) 効力発生日    平成18年12月6日 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年9月30日現在）

     (千円)

現金及び預金勘定 374,762

現金及び現金同等物 374,762

 

※１ 営業譲受により引継いだ資産及び負債の主な内訳

  当連結会計年度において設立した㈱ウィルワンカ 

ードがウィルワン㈱及びニューネットカード㈱から 

譲り受けた資産及び負債の内訳は次のとおりであり 

ます。 

たな卸資産 23,559千円

有形固定資産 49,395千円

無形固定資産 108千円

のれん 159,437千円 
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（リース取引関係） 

当中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(単位：千円)

 取得価額

相 当 額 

減価償却累

計額相当額 

中間期末残

高 相 当 額

機械装置及

び運搬具 
12,782 10,373 2,409

その他 6,149 4,135 2,013

合計 18,931 14,508 4,423

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 2,741千円

１年超 1,889千円

 合計 4,630千円

 

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減 

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 2,225千円

減価償却費相当額 1,927千円

支払利息相当額 178千円

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。 

 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 
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（有価証券関係） 

 当中間連結会計期間末（平成18年9月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取 得 原 価 

(千円) 

中間連結貸借対照表計上額

(千円) 

差   額 

(千円) 

株式 47,146 73,740 26,593

その他 7,374 7,793 418

合    計 54,521 81,533 27,012

(注) 当社における株式の減損処理の方法は、次のとおりであります。 

   下落率が 50％以上の場合は、全ての株式を減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上することとして

おります。 

下落率が30％以上50％未満の場合は、個別に回復可能性を検証したうえで回復可能性があるものを除く株式について減損

処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上することとしております。 

具体的には、次の①または②に該当する場合を減損処理の対象としております。 

①債務超過の状態である。 

②経常損失を計上しており、翌期もそのように予想される。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

子会社株式 10,000 

 

 

（デリバティブ取引） 

   該当事項はありません。 

 

 

（セグメント情報） 

 a.事業の種類別セグメント情報 

  当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

   全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるカード事業の割合が、いずれも90％を超えるため、 

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 b.所在地別セグメント情報 

  当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

   全セグメントの売上高に占める本邦の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略してお 

ります。 

 c.海外売上高 

  当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

   海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております
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（１株当たり情報） 

当中間連結会計期間 

 自 平成 18 年 4月 1 日 

 至 平成 18 年 9月 30 日 

１株当たり純資産額           687 円 45 銭 

１株当たり中間連結純利益      37 円 69 銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間連結純利益金額

については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記

載しておりません。 

 

（注）１．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 当中間連結会計期間 

自 平成 18 年 4月 1 日 

至 平成 18 年 9月 30 日 

中間純利益（千円） 80,777

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

（うち利益処分による役員賞与金(千円)） (―)

普通株式に係る中間純利益（千円） 80,777

普通株式の期中平均株式数（株） 2,143,000

 

（注）２．１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。 

 当中間会計期間末 

平成 18 年 9月 30 日 

純資産の部の合計額（千円） 1,473,250

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
―

（うち新株予約権） (―)

（うち少数株主持分） ―

普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 1,473,250

１株当たり純資産額の算定に用いられた中

間期末の普通株式の数（株） 
2,143,000
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５．生産、受注及び販売の状況 

 (1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

事  業  部  門  別 金     額（千円） 前年同期比（％） 

カード製造事業 

基幹業務統合ソフト製造事業 

807,456 

    ― 

― 

― 

合   計 807,456 ― 

（注）１．金額は、販売価格であります。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 (2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

事 業 部 門 別 受 注 高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

カード製造事業 

基幹業務統合ソフト製造事業 

828,541 

104 

― 

― 

76,086 

― 

― 

― 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 (3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

事  業  部  門  別 金     額（千円） 前年同期比（％） 

カード製造事業 

基幹業務統合ソフト製造事業 

813,159 

    104 

― 

― 

合   計 813,264 ― 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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