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平成 20 年 3 月期 中間決算短信 

平成１９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 ＵＲＬ http://www.cardinal.co.jp 
代 表 者  （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山 田 弘 直 
問合せ先責任者  （役職名） 取締役財務部長 （氏名） 宮 家  正 行 ＴＥＬ (０６)６９３４－４１４１ 
半期報告書提出予定日 平成１９年１２月７日   配当支払開始予定日 平成１９年１２月６日 

 （百万円未満切捨て） 
１. 平成19年9月中間期の連結業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日）          
(1) 連結経営成績                             （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円   ％ 
889    9.3  
 813     ―  

百万円   ％
118  △17.0 

       142     ― 

百万円   ％ 
115  △17.4  
140     ―  

百万円   ％
77  △4.1 
80    ― 

19年3月期     1,771      ―       313   ―       307    ―        166     ―  
 

 
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

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

円   銭 
36   16  
37   69  

円   銭

― 

― 

19年3月期 77   87  ― 

(参考) 持分法投資損益 19年9月中間期  ―百万円 18年9月中間期  ―百万円 19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 
 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円 
2,491 
2,536 

百万円
1,594 
1,473 

％ 
64.0 
58.1 

円   銭
744  13  
687  45  

19年3月期 2,622 1,541 58.8 719  47 

(参考) 自己資本 19年9月中間期  1,594百万円  18年9月中間期  1,473百万円  19年3月期  1,541百万円 

 

(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

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円 
 54 
 106 

百万円
   56 
△296 

百万円 
△66 
   161 

百万円
498 
374 

19年3月期  255 △327    123 454 

 

２. 配当の状況 

 1株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

 円  銭 円  銭 円  銭

19年3月期 7  00 10  00 17  00

20年3月期 7  00 

20年3月期（予想）  7  00
14  00

 

３. 平成20年3月期の連結業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）       （％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 
1株当たり 
当期純利益 

通 期 
百万円 
1,835 

％ 
3.6 

百万円 
280 

％
△10.6

百万円
274

％
△10.8

百万円
177

％ 
6.1 

円  銭
82.59

http://www/


 

４. その他 

(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 

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成の 

ための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）  

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更                 無 

(注)詳細は、15ﾍﾟｰｼﾞ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(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）19年9月中間期 2,143,000株 18年9月中間期 2,143,000株 

19年3月期    2,143,000株 

② 期末自己株式数           19年9月中間期       ―株 18年9月中間期       ―株   

19年3月期           ―株 

(注) 1株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24ページ「1株 

当たり情報」をご覧ください。 

 

（参考）個別業績の概要 
１. 平成19年9月中間期の個別業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日） 
(1) 個別経営成績                       （％表示は対前年中間期増減率）       

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益
 

19年9月中間期 
18年9月中間期 

 百万円   ％ 
    679      0.6 

675    △0.3 

百万円   ％
     115   △16.7
     139    △2.9

百万円   ％ 
115   △16.0 
137    △2.0 

 百万円   ％
77    △4.6
80    △8.0

19年3月期 1,372    ― 302    ― 301     ―   166     ―
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

円  銭 
35 99  
37 71  

19年3月期         77  67 

 
(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

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円 
2,346 
2,444 

百万円
1,593 
1,473 

％ 
67.9 
60.3 

円   銭
743.77 
687.47 

19年3月期 2,467 1,541 62.5 719.27 

(参考)自己資本 19年9月中間期 1,593百万円 18年9月中間期 1,473百万円 19年3月期 1,541百万円 
 
２. 平成20年3月期の個別業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 
                                 （％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 
1株当たり 
当期純利益 

 
通 期 

百万円  ％ 
   1,380  0.5 

百万円  ％
     274  △9.3

百万円  ％
    274  △9.0

百万円  ％ 
    177   6.3 

円  銭
82.59

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、上記の予想に関連する事項については3ページをご参照下さい。 
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

１． 経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

  当中間期の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、設備投資の拡大、雇用・所得環境も改善を続け、緩やかな景気 

の拡大傾向にあるものの、原油価格の高騰による素材価格の高止まりなど先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 このような状況下において当社グループは総力を挙げてお客様のニーズに合った製品作りに注力するととも 

に、原価管理体制を強化し、販売価格の競争力を高めるよう努めてまいりました。さらに、印刷関連の販売代理 

店はもとより、印刷関連以外のＩＴベンダーやシステムインテグラー等カードに係わる新規販売代理店の開拓に 

営業活動を推進いたしました。しかしながら、印刷業界におきましてはＩＴ技術の進展による印刷需要の減少な 

ど競争が激化しており、受注単価の下落や原油価格高騰に伴う原材料・副資材等の価格上昇などにより、経営環 

境は厳しい状況で推移いたしました。 

これらの結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高では 889,021 千円と 75,757 千円（前年同期比 9.3%増） 

の増収となりましたが、営業利益では 118,556 千円と 24,349 千円（前年同期比 17.0%減）、経常利益では 115,825 

千円と 24,411 千円（前年同期比 17.4%減）、中間純利益では 77,491 千円と 3,286 千円（前年同期比 4.1%減）の 

減益となりました。 

 

当期の見通し 

 通期の見通しにつきましては、国内景気は引き続き堅調に推移するものと予想されますが、原材料価格の高騰 

や金利の上昇など企業を取り巻く経済環境は予断を許さない状況が続き、受注競争激化や原材料価格の高騰など 

厳しい状況が続くと予想されます。 

 このような状況のもと、当社グループは営業活動の強化、原価の低減や生産効率の向上に努力を重ね、より強 

固な経営基盤の確立と業績向上に努めてまいります。 

通期業績といたしましては、受注競争激化や原材料価格の高騰などの影響を織り込んだ結果、平成 19 年 5月 

23 日に発表いたしました業績予想を変更し、売上高 1,835 百万円、経常利益 274 百万円、当期純利益 177 百万円 

を予想しております。 

 

（２）財政状態に関する分析 

  資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析  

①資産、負債、純資産の状況 

 当中間連結会計期間末の流動資産は、受取手形及び売掛金が 77,539 千円減少したこと等により、前連結会 

計年度末に比べて 25,437 千円減少し 1,132,581 千円となりました。固定資産は、投資有価証券が 95,700 千円 

増加しましたが、保険積立金が 137,827 千円減少したこと等により 105,896 千円減少し 1,358,827 千円となり 

ました。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて 131,332 千円減少し 2,491,409 千円となりました。 

 当中間連結会計期間末の流動負債は、支払手形及び買掛金が 11,081 千円、一年以内返済予定の長期借入金 

が 18,404 千円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて 30,244 千円減少し 490,452 千円となりまし 

た。固定負債は役員退職慰労引当金が 123,231 千円減少したこと等により 153,942 千円減少し 406,276 千円と 

なりました。この結果、総負債は前連結会計年度末に比べて 184,186 千円減少し 896,729 千円となりました。 

 当中間連結会計期間末の純資産は、中間純利益を 77,491 千円確保できたこと等により、前連結会計年度末 

に比べて 52,853 千円増加し 1,594,679 千円となりました。 
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成 20 年 3月期中間決算短信 

②キャッシュ・フローの状況 

    当中間連結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 

140,379 千円確保でき、当中間連結会計期間末には、498,335 千円となりました。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は、54,003 千円（前年同期比 49.5%減）となりまし 

た。これは主に、税金等調整前中間純利益 140,379 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） 

  当中間連結会計期間において投資活動による資金の増加は、56,699 千円（前年は 296,461 千円の減少）とな 

りました。これは主に、営業譲受による支出が無くなったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間において財務活動による資金の減少は、66,786 千円（前年は 161,625 千円の増加）とな 

りました。これは主に、長期借入金による収入が減少したためであります。 

  

キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 18 年 9月中間期 平成 19 年 9月中間期 

自己資本比率 58.1%  64.0%

時価ベースの自己資本比率 68.4%  59.8%

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 2.4 年  4.1 年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 21.3 倍  8.8 倍

・自己資本比率：自己資本/総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

 （中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため 2倍しております。） 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

（注 1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注 2）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注 3）有利子負債は中間連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を 

対象としております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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。 
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成 20 年 3月期中間決算短信 

（４）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、 

販売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 5,881 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。 

 

 

２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成 19 年 6月 27 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の 

状況」から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

 

 

３．経営方針 

（１） 経営の基本方針 

当社グループは、昭和 42 年の会社設立以来「良い物を、より早く、より安く提供する」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、以下のとおりであります。 

①常にキャッシュ・フローを管理し、リスクマネジメントに留意すること。 

②公正な経営を貫き、誠実で透明な企業であること。 

③顧客・投資家・従業員・調達先などとのコミュニケーションを重視し負託に応えること。 

④顧客に最高の製品とサービスを提供するため常に技術革新すること。 

⑤環境保護に留意し、地域社会への貢献に積極的に取り組むこと。 

⑥個人を尊重し、Multipleな発想と自由闊達な企業風土を築くこと。 
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成 20 年 3月期中間決算短信 

（２）目標とする経営指標  

平成 19 年 3月期決算短信（平成 19 年 5月 23 日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示 

を省略いたします。 

 

（３）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、安定的な収益を確保する 

ために販売代理店の確保は最重要課題であります。 

 そのため、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したが、前連結会 

計期間において連結子会社を設立し、連結子会社の販売代理店を含めて当社グループとして 5,000 社以上の販売 

代理店を確保することができました。 

 安定的な収益を確保するため、当社グループのスローガンである「良い物を、より早く、より安く提供する」 

精神に則り、営業部門では引き続き新規販売代理店の確保並びに既存の販売代理店とのコミュニケーションを大 

切にし、より一層の信頼関係を強化し営業基盤の拡大拡充に努めてまいります。生産部門では営業部門との連携 

によりきめ細かな生産管理を行い、原価意識をもって社内生産の拡大と設備稼働率の向上を図りコスト削減と品 

質向上に努めてまいります。 

 競合他社との差別化を図り、販売代理店の要望に応えるため、製造部並びに営業部に「短納期に対応する推進 

部」を設置し、販売代理店へリリースしており、小口カード・短納期カードの受注を取り込んでいくよう推進し 

ております。 

 

（４）対処すべき課題 

平成 19 年 3月期決算短信（平成 19 年 5月 23 日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示 

を省略いたします。 
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成 20 年 3月期中間決算短信 

４．中間連結財務諸表等 

（1）中間連結貸借対照表 

    

    
前中間連結会計期間末 

（平成 18 年 9月 30 日）

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年 9月 30 日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 19 年 3月 31 日）

区  分 
注記 

番号 

金  額 

（千円） 

構成比

（％）

金  額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金  額 

（千円） 

構成比

（％）

（資産の部） 
  

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金及び預金  374,762 498,335  454,418

 ２ 受取手形及び売掛金 ※3 484,572 466,101  543,640

 ３ たな卸資産  117,679 131,107  131,021

 ４ 繰延税金資産  13,378 15,998  15,718

 ５ その他  28,719 23,368  16,513

  貸倒引当金  △3,451 △2,330  △3,293

 流 動 資 産 合 計  1,015,661 40.0 1,132,581 45.5 1,158,018 44.2

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

 (1) 建物及び構築物 ※1,2 452,786 422,361  437,305

 (2) 機械装置及び運搬具 ※1 251,187 208,437  229,489

 (3) 土地 ※2 292,208 292,208  292,208

 (4) その他 ※1 42,815 30,624  37,556

 計  1,038,998 41.0 953,631 38.3 996,560 38.0

 ２ 無形固定資産   

 (1) のれん  151,465 119,577  135,521

 (2) その他  7,545 4,114  5,516

 計  159,010 6.3 123,692 4.9 141,037 5.4

 ３ 投資その他の資産   

 (1) 投資有価証券  81,533 173,705  78,005

 (2) 関係会社株式  10,000 10,000  10,000

 (3) 繰延税金資産  81,605 76,713  74,554

 (4) 保険積立金  140,973 4,574  142,401

 (5) その他  9,941 25,554  29,083

   貸倒引当金  △1,557 △9,044  △6,918

 計  322,496 12.7 281,504 11.3 327,125 12.4

 固 定 資 産 合 計  1,520,504 60.0 1,358,827 54.5 1,464,723 55.8

 資 産 合 計  2,536,166 100.0 2,491,409 100.0 2,622,741 100.0
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

 

 

 

    

    
前中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年3月31日）

区  分 
注記 

番号 

金  額 

（千円） 

構成比

（％）

金  額 

（千円） 

構成比 

（％） 

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 ※3 209,081 231,029  242,110

 ２ 短期借入金 ※2 20,000 25,000  20,000

 ３ 1年以内返済予定の長期借入金 ※2 129,565 96,389  114,793

 ４ 未払法人税等  61,436 65,677  73,194

 ５ 賞与引当金  19,761 20,335  18,624

 ６ 役員賞与引当金  3,700 ―  7,400

 ７ 役員退職慰労引当金  ― ―  1,000

 ８ その他 ※4 55,067 52,020  43,572

 流 動 負 債 合 計  498,611 19.7 490,452 19.7 520,696 19.8

Ⅱ 固定負債   

 １ 長期借入金 ※2 357,255 316,715  348,599

 ２ 再評価に係る繰延税金負債  3,161 3,161  3,161

 ３ 退職給付引当金  42,652 45,717  44,545

 ４ 役員退職慰労引当金  161,276 40,682  163,913

 固 定 負 債 合 計  564,344 22.2 406,276 16.3 560,218 21.4

 負 債 合 計  1,062,956 41.9 896,729 36.0 1,080,915 41.2

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  323,200 323,200  323,200

 ２ 資本剰余金  100,600 100,600  100,600

 ３ 利益剰余金  1,206,785 1,333,943  1,277,882

 株 主 資 本 合 計  1,630,585 64.3 1,757,743 70.5 1,701,682 64.9

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券評価差額金  16,153 10,465  13,672

 ２ 土地再評価差額金  △173,528 △173,528  △173,528

 評 価・換 算 差 額 等 合 計  △157,375 △6.2 △163,063 △6.5 △159,855 △6.1

 純 資 産 合 計  1,473,209 58.1 1,594,679 64.0 1,541,826 58.8

 負 債 純 資 産 合 計  2,536,166 100.0 2,491,409 100.0 2,622,741 100.0
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

（２）中間連結損益計算書 

  前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

区 分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

百分比 

（％）
金額 

（千円） 

百分比 

（％） 
金額 

（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  813,264 100.0 889,021 100.0 1,771,348 100.0

Ⅱ 売上原価  494,930 60.9 576,248 64.8 1,071,661 60.5

   売上総利益  318,334 39.1 312,773 35.2 699,686 39.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 175,428 21.6 194,216 21.9 386,440 21.8

   営業利益  142,905 17.5 118,556 13.3 313,245 17.7

Ⅳ 営業外収益 ※2 2,513 0.3 3,419 0.4 5,087 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※3 5,182 0.6 6,150 0.7 11,018 0.6

   経常利益  140,236 17.2 115,825 13.0 307,314 17.4

Ⅵ 特別利益 ※4 ― ― 24,723 2.8 ― ―

Ⅶ 特別損失 ※5 ― ― 169 0.0 454 0.1

   税金等調整前中間（当期） 

純利益 
 140,236 17.2 140,379 15.8 306,860 17.3

   法人税、住民税及び事業税 ※6 59,686 7.3 63,172 7.1 133,833 7.6

   法人税等調整額  △226 0.0 △283 0.0 6,151 0.3

   中間（当期）純利益  80,777 9.9 77,491 8.7 166,875 9.4

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

（３）中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間 （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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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

当中間連結会計期間 （自 平成19年4月1日 至 平成19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19年3月31日 残高（千円） 323,200 100,600 1,277,882 1,701,682

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △21,430 △21,430

中間純利益 77,491 77,491

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） 
― ― 56,061 56,061

平成19年9月30日 残高（千円） 323,200 100,600 1,333,943 1,757,743

     

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19年3月31日 残高（千円） 13,672 △173,528 △159,855 1,541,826

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当  △21,430

中間純利益  77,491

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） 
△3,207 △3,207 △3,207

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
△3,207 ― △3,207 52,853

平成19年9月30日 残高（千円） 10,465 △173,528 △163,063 1,594,679
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

前連結会計年度 （自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31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

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注） △30,002 △30,002

役員賞与（注） △7,400 △7,400

当期純利益 166,875 166,875

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額） 
 ―

連結会計年度中の変動額合計（千円） ― ― 129,473 129,473

平成19年3月31日 残高（千円） 323,200 100,600 1,277,882 1,701,682

     

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

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注）  △30,002

役員賞与（注）  △7,400

当期純利益  166,875

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額） 
△10,086 △10,086 △10,086

連結会計年度中の変動額合計（千円） △10,086 ― △10,086 119,387

平成19年3月31日 残高（千円） 13,672 △173,528 △159,855 1,541,826

（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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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 

 
 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月1日

至 平成18年9月30日

 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ 

・フロー計算書 

自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日

区 分 
注記

番号

金  額 

（千円） 

金  額 

（千円） 

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（当期）純利益 140,236 140,379  306,860

   減価償却費 51,508 49,878  112,711

   のれん償却額 7,971 15,943  23,915

   退職給付引当金の増加額（△減少額） △2,412 1,171  △519

   役員退職慰労引当金の増加額 2,636 8,602  6,273

   貸倒引当金の増加額 1,028 1,163  6,231

   賞与引当金の増加額 3,861 1,711  2,724

   役員賞与引当金の増加額（△減少額） 3,700 △7,400  7,400

   受取利息及び受取配当金 △593 △1,257  △1,197

   支払利息 5,182 6,058  10,938

   保険解約益 ― △23,992  ―

   固定資産除却損 ― 125  454

   売上債権の減少額（△増加額） △59,212 79,775  △126,984

   たな卸資産の増加額 △20,541 △86  △33,882

   仕入債務の増加額（△減少額） 68,543 △9,521  101,946

   未払消費税等の増加額（△減少額） △8,737 10,284  △8,847

   未収消費税等の増加額 △10,407 ―  △5,013

   その他の資産負債増減 10,429 △11,860  9,234

   役員賞与の支払額 △7,400 ―  △7,400

     小 計 185,793 260,976  404,846

   利息及び配当金の受取額 563 743  1,148

   利息の支払額 △5,023 △6,133  △10,792

   役員退職慰労金の支払額 ― △132,833  ―

   法人税等の支払額 △74,425 △68,749  △139,573

  営業活動によるキャッシュ・フロー 106,907 54,003  255,629

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 △100,550  △1,200

   有形固定資産の取得による支出 △47,299 △6,999  △62,397

   営業譲受による支出 ※1 △232,500 ―  △232,500

   長期前払費用取得による支出  ― ―  △3

   ソフトウェア取得による支出 △829 ―  △829

貸付による支出 △4,000 △400  △22,000

貸付金の回収による収入 820 2,830  5,090

保険積立金の積立による支出 △12,003 △2,131  △13,431

保険積立金の解約による収入 ― 163,950  ―

保証金の差入による支出 △50 ―  △58

  投資活動によるキャッシュ・フロー △296,461 56,699  △327,329

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 5,000  5,000

   長期借入れによる収入 230,000  50,000  280,000  

   長期借入金の返済による支出 △58,580  △100,288  △132,008  

   配当金の支払額 △14,794  △21,498  △29,564  

  財務活動によるキャッシュ・フロー 161,625 △66,786  123,427

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △27,929 43,917  51,726

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 402,691 454,418  402,691

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 374,762 498,335  454,418
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 前中間連結会計期間 

 自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

 自 平成19年4月 1日 

 至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

 自 平成18年4月 1日 

 至 平成19年3月31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。 

(1)連結子会社の数  1社 

 株式会社ウィルワンカード 

   

 

 

 

(2)非連結子会社の数  1社 

 日本カード印刷株式会社 

   

同  左 

(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

ドを当連結会計年度より連結の

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、当期純

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。 

 

同  左 

(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、当期純損益（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（決算

日）等に関する事

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。 

 

同  左 

 連結子会社の決算日は連結決算

日と同一であります。 
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

 前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

 自 平成19年4月 1日 

 至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

 自 平成18年4月 1日 

 至 平成19年3月31日 

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 

  先入先出法による低価法 

(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。 

 

  

(1)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年4月

1日以降に取得した有形固定資産 

について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

 なお、この変更により営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純

利益に与える影響は軽微でありま

す。 

(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 

     期末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 

  先入先出法による低価法 

(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 

同  左 
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

 

 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

 自 平成19年4月 1日 

 至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

 自 平成18年4月 1日 

 至 平成19年3月31日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19

年3月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の5%に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得

価額の5%相当額と備忘価額との差

額を5年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しており

ます。 

 なお、この変更により営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純

利益に与える影響は軽微でありま

す。 

②少額減価償却資産 

同  左 

 

 

 

③無形固定資産 

同  左 

 

 

 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同  左 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②少額減価償却資産 

同  左 

 

 

 

③無形固定資産 

同  左 

 

 

 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同  左 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

同  左 
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

 前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

 自 平成19年4月 1日 

 至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

 自 平成18年4月 1日 

 至 平成19年3月31日 

  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

額の当中間連結会計期間負担額

を計上しております。  

④退職給付引当金 

 当社は、従業員の退職給付に

備えるため、当中間連結会計期

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。 

 

 

 

 

 

④退職給付引当金 

同  左 

 

 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

額を計上しております。 

 

④退職給付引当金 

 当社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務（会計年

度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、当連結会計年度末において

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 

 当社は、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会計期

間末要支給額を計上しておりま

す。 

⑤役員退職慰労引当金 

同  左 

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

基づく連結会計年度末要支給額

を計上しております。 

 (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。 

(4)重要なリース取引の処理方法 

同  左 

(4)重要なリース取引の処理方法 

同  左 

 (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) 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

同  左 

(5) その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

同  左 
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

 前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

 自 平成19年4月 1日 

 至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

 自 平成18年4月 1日 

 至 平成19年3月31日 

５．中間連結キャ

ッシュ・フロー計

算書（連結キャッ

シュ・フロー計算

書）における資金

の範囲 

 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。 

 

同  左 

 

同  左 
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

注 記 事 項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年9月30日） 

前連結会計年度 

（平成19年3月31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 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の会 

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、当中間連結会計期間の末日は 

金融機関の休日であったため、次の中間 

連結会計期間末日満期手形が中間連結 

会計期間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。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

           1,264,805千円

 

※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 199,587千円

土地 95,249千円

計 294,837千円

  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 
27,159千円

長期借入金 149,525千円

 計  181,684千円

根抵当権の極度額 480,000千円

 

※３ 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の会 

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、当中間連結会計期間の末日は 

金融機関の休日であったため、次の中間

連結会計期間末日満期手形が中間連結 

会計期間末残高に含まれております。  

受取手形      25,231千円

支払手形      23,085千円

 

※４ 消費税等の取扱い 

同  左 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

           1,216,925千円

 

※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 206,847千円

土地 95,249千円

計 302,097千円

  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 
33,109千円

長期借入金 160,523千円

 計  198,632千円

根抵当権の極度額 480,000千円

 

※３ 連結会計年度末日満期手形 

  連結会計年度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、当連結会計年度末日は金融機関

の休日であったため、次の連結会計年度

末日満期手形が連結会計年度末残高に 

含まれております。 

受取手形      24,304千円

 

 

  

 

 

 19



 

カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31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 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６ 当中間連結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。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

なもの 

役員報酬 24,101千円

給与手当 54,379千円

支払手数料 16,020千円

のれん償却額 15,943千円

賞与引当金繰入額 8,074千円

役員退職慰労引当

金繰入額 
8,602千円

退職給付引当金繰

入額 
956千円

貸倒引当金繰入額 1,758千円

 

 

 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 792千円

受取配当金 465千円

受取賃貸料 1,471千円

 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 6,058千円

 

※４ 特別利益のうち主要なもの 

保険解約益 23,992千円

 

※５特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 133千円

棚卸資産廃棄損 36千円

 

※６  

同  左 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

なもの 

役員報酬 58,906千円

給与手当 99,308千円

支払手数料 41,984千円

のれん償却額 23,915千円

賞与引当金繰入額 8,616千円

役員賞与引当金繰

入額 
7,400千円

役員退職慰労引当

金繰入額 
6,273千円

退職給付引当金繰

入額 
2,067千円

貸倒引当金繰入額 6,937千円

 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 409千円

受取配当金 788千円

受取賃貸料 2,913千円

 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 10,938千円

 

 

 

 

※５特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 454千円
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間 （自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

１．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 

 

 

当中間連結会計期間 （自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

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19年6月27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       21,430千円 

(ロ) 1株当たり配当額        10円 

(ハ) 基準日      平成19年3月31日 

(ニ) 効力発生日    平成19年6月28日 
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(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19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19年9月30日 

(ホ) 効力発生日    平成19年12月6日 

 

 

前連結会計年度 （自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

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） 

当連結会計年度 

増加株式数（千株） 

当連結会計年度 

減少株式数（千株） 

当連結会計年度末 

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 

  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) 1株当たり配当額         7円 

(ハ) 基準日      平成18年9月30日 

(ニ) 効力発生日    平成18年12月6日 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの 

  平成19年6月27日の定時株主総会において、次のとおり決議予定しております。 

   普通株式の配当に関する事項 

(イ) 配当金の総額       21,430千円 

(ロ) 配当の原資        利益剰余金 

(ハ) 1株当たり配当額        10円 

(ニ) 基準日      平成19年3月31日 

(ホ) 効力発生日    平成19年6月28日 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結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 

  当中間連結会計期間において設立し 

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 159,545千円  

 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成19年9月30日現在）

     (千円)

現金及び預金勘定 498,335

現金及び現金同等物 498,335

 

 

 
 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成19年3月31日現在）

     (千円)

現金及び預金勘定 454,418

現金及び現金同等物 454,418

 

※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 159,545千円 

 

 

 

（セグメント情報） 

 a.事業の種類別セグメント情報 

  前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至  

平成19年9月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

    全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額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 

  前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至  

平成19年9月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

c.海外売上高 

  前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至  

平成19年9月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

    海外売上高がないため該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

 自 平成 18 年 4月 1 日 

 至 平成 18 年 9月 30 日 

当中間連結会計期間 

 自 平成 19 年 4月 1 日 

 至 平成 19 年 9月 30 日 

前連結会計年度 

 自 平成 18 年 4月 1 日 

 至 平成 19 年 3月 31 日 

１株当たり純資産額 687円45銭 

１株当たり中間純利 

益金額 
37円69銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中 

間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。 

１株当たり純資産額 744円13銭

１株当たり中間純利 

益金額 
36円16銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。 

１株当たり純資産額 719円47銭

１株当たり当期純利 

益金額 
77円87銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

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

 前中間連結会計期間 

自 平成 18 年 4月 1 日 

至 平成 18 年 9月 30 日 

当中間連結会計期間 

自 平成 19 年 4月 1 日 

至 平成 19 年 9月 30 日 

前連結会計年度 

自 平成 18 年 4月 1 日 

至 平成 19 年 3月 31 日 

中間（当期）純利益（千円） 80,777 77,491 166,875

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
― ― ―

普通株式に係る中間（当期）

純利益（千円） 
80,777 77,491 166,875

普通株式の期中平均株式数

（株） 
2,143,000 2,143,000 2,143,000

 

 

 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間（自 平成 18 年 4月 1日 至 平成 18 年 9月 30 日）、当中間連結会計期間（自 平成 19 年 4 

月 1 日 至 平成 19 年 9月 30 日）及び前連結会計年度（自 平成 18 年 4月 1日 至 平成 19 年 3月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

 

 

（開示の省略） 

  リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、中間決算短 

信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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５．中間個別財務諸表 

（1）中間貸借対照表 

    

    

    

前中間会計期間末 

（平成 18 年 9 月 30 日）

当中間会計期間末 

（平成 19年 9月 30日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年3月31日）

区  分 
注記 

番号 

金  額 

（千円） 

構成比

（％）

金  額 

(千円) 

構成比 

（％） 

金  額 

（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金及び預金  344,929 396,431  391,125

 ２ 受取手形 ※4 218,985 206,555  212,275

 ３ 売掛金  165,661 160,631  202,841

 ４ たな卸資産  80,075 93,598  100,936

 ５ 前払費用  8,012 9,672  8,057

 ６ 繰延税金資産  13,151 15,977  15,977

 ７ その他  50,050 9,684  50

  貸倒引当金  △3,781 △1,835  △2,075

  流動資産合計  877,085 35.9 890,714 38.0 929,187 37.7

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

 (1) 建物 ※1,2 427,795 401,226  414,407

  (2) 機械及び装置 ※1 221,927 191,723  207,952

  (3) 土地 ※2 292,208 292,208  292,208

  (4) その他 ※1,2 46,212 35,443  41,510

 計  988,143 40.4 920,603 39.2 956,078 38.7

 ２ 無形固定資産  7,314 0.3 3,909 0.2 5,298 0.2

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  81,533 173,705  78,005

  (2) 関係会社株式  260,000 260,000  260,000

  (3) 繰延税金資産  81,605 76,765  74,609

  (4) 保険積立金  140,973 4,574  142,401

  (5) その他  9,891 25,321  28,846

    貸倒引当金  △1,557 △8,961  △6,835

 計  572,446 23.4 531,405 22.6 577,026 23.4

 固定資産合計  1,567,904 64.1 1,455,918 62.0 1,538,404 62.3

 資産合計  2,444,990 100.0 2,346,632 100.0 2,467,591 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年9月30日）

当中間会計期間末 

（平成19年9月30日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年3月31日）

区  分 
注記 

番号 

金  額 

（千円） 

構成比

（％）

金  額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金  額 

（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 １ 支払手形  103,625 120,653  123,982

 ２ 買掛金  36,333 29,907  32,842

 ３ 短期借入金 ※2 20,000 20,000  20,000

 ４ 1年以内返済予定の長期借入金 ※2 129,565 87,228  98,137

 ５ 未払法人税等  58,420 64,964  66,733

 ６ 賞与引当金  17,600 17,700  16,000

 ７ 役員賞与引当金  3,700 ―  7,400

 ８ その他 ※5 38,151 39,343  34,216

  流動負債合計  407,395 16.6 379,795 16.2 399,311 16.2

Ⅱ 固定負債   

 １ 長期借入金 ※2 357,255 283,371  315,255

 ２ 再評価に係る繰延税金負債  3,161 3,161  3,161

 ３ 退職給付引当金  42,652 45,717  44,545

 ４ 役員退職慰労引当金  161,276 40,682  163,913

  固定負債合計  564,344 23.1 372,932 15.9 526,874 21.3

  負債合計  971,739 39.7 752,728 32.1 926,186 37.5

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  323,200 13.2 323,200 13.8 323,200 13.1

 ２ 資本剰余金   

   (1)資本準備金  100,600 100,600  100,600

   資本剰余金合計  100,600 4.1 100,600 4.3 100,600 4.1

 ３ 利益剰余金   

   (1)利益準備金  38,000 38,000  38,000

   (2)その他利益剰余金  1,168,826 1,295,168  1,239,460

     別途積立金  1,065,000 1,185,000  1,065,000

     繰越利益剰余金  103,826 110,168  174,460

   利益剰余金合計  1,206,826 49.4 1,333,168 56.8 1,277,460 51.8

 株主資本合計  1,630,626 66.7 1,756,968 74.9 1,701,260 69.0

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券評価差額金  16,153 10,465  13,672

 ２ 土地再評価差額金  △173,528 △173,528  △173,528

 評価・換算差額等合計  △157,375 △6.4 △163,063 △7.0 △159,855 △6.5

 純資産合計  1,473,250 60.3 1,593,904 67.9 1,541,405 62.5

 負債純資産合計  2,444,990 100.0 2,346,632 100.0 2,467,591 100.0
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（２）中間損益計算書 

  前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度の 

要約損益計算書 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

区 分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

百分比

（％）
金額 

（千円） 

百分比 

（％） 
金額 

（千円） 

百分比 

（％）

Ⅰ 売上高  675,878 100.0 679,736 100.0 1,372,987 100.0

Ⅱ 売上原価  402,308 59.5 420,863 61.9 793,904 57.8

   売上総利益  273,569 40.5 258,873 38.1 579,083 42.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  134,417 19.9 143,014 21.0 276,402 20.1

   営業利益  139,151 20.6 115,859 17.1 302,681 22.1

Ⅳ 営業外収益 ※1 3,920 0.6 5,573 0.8 9,344 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※2 5,182 0.8 5,603 0.8 11,012 0.8

   経常利益  137,889 20.4 115,829 17.1 301,013 21.9

Ⅵ 特別利益 ※3 ― ― 23,992 3.5 ― ―

Ⅶ 特別損失 ※4 ― ― ― ― 454 0.0

   税引前中間（当期）純利益  137,889 20.4 139,822 20.6 300,559 21.9

   法人税、住民税及び事業税 ※6 57,070 8.4 62,685 9.3 128,267 9.4

   法人税等調整額  ― ― ― ― 5,838 0.4

   中間（当期）純利益  80,818 12.0 77,137 11.3 166,453 12.1
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（３）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自 平成18年4月1日  至 平成18年9月30日） 

 株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本

合計 

平成18年3月31日 残高（千円） 323,200 100,600 100,600 38,000 945,000 165,409 1,148,409 1,572,209

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注）  △15,001 △15,001 △15,001

 役員賞与（注）  △7,400 △7,400 △7,400

 別途積立金の積立（注）  120,000 △120,000 ―

 中間純利益  80,818 80,818 80,818

 株主資本以外の項目の 

当中間期変動額（純額） 
  ―

中間会計期間中の変動額

合計（千円） 
― ― ― ― 120,000 △61,583 58,417 58,417

平成18年9月30日 残高（千円） 323,200 100,600 100,600 38,000 1,065,000 103,826 1,206,826 1,630,626

 

 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

 別途積立金の積立（注）  ―

 中間純利益  80,818

 株主資本以外の項目の当中間期変 

 動額（純額） 
△7,605 △7,605 △7,605

中間会計期間中の変動額合計（千円） △7,605 ― △7,605 50,811

平成18年9月30日 残高（千円） 16,153 △173,528 △157,375 1,473,250

（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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当中間会計期間（自 平成19年4月1日  至 平成19年9月30日） 

 株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本

合計 

平成19年3月31日 残高（千円） 323,200 100,600 100,600 38,000 1,065,000 174,460 1,277,460 1,701,260

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △21,430 △21,430 △21,430

 別途積立金の積立  120,000 △120,000 ―

 中間純利益  77,137 77,137 77,137

 株主資本以外の項目の 

当中間期変動額（純額） 
  ―

中間会計期間中の変動額

合計（千円） 
― ― ― ― 120,000 △64,292 55,707 55,707

平成19年9月30日 残高（千円） 323,200 100,600 100,600 38,000 1,185,000 110,168 1,333,168 1,756,968

 

 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19年3月31日 残高（千円） 13,672 △173,528 △159,855 1,541,405

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △21,430

 別途積立金の積立  ―

 中間純利益  77,137

 株主資本以外の項目の当中間期変 

 動額（純額） 
△3,207 △3,207 △3,207

中間会計期間中の変動額合計（千円） △3,207 ― △3,207 52,499

平成19年9月30日 残高（千円） 10,465 △173,528 △163,063 1,593,904
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

前事業年度（自 平成18年4月1日  至 平成19年3月31日） 

 株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本

合計 

平成18年3月31日 残高（千円） 323,200 100,600 100,600 38,000 945,000 165,409 1,148,409 1,572,209

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当（注）  △30,002 △30,002 △30,002

 役員賞与（注）  △7,400 △7,400 △7,400

 別途積立金の積立（注）  120,000 △120,000 ―

 当期純利益  166,453 166,453 166,453

 株主資本以外の項目の 

当事業年度中の変動額

（純額） 

  ―

事業年度中の変動額合計

（千円） 
― ― ― ― 120,000 9,051 129,051 129,051

平成19年3月31日 残高（千円） 323,200 100,600 100,600 38,000 1,065,000 174,460 1,277,460 1,701,260

 

 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

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △30,002

 役員賞与（注）  △7,400

 別途積立金の積立（注）  ―

 当期純利益  166,453

 株主資本以外の項目の当事業年度

中の変動額（純額） 
△10,086 △10,086 △10,086

事業年度中の変動額合計（千円） △10,086 ― △10,086 118,965

平成19年3月31日 残高（千円） 13,672 △173,528 △159,855 1,541,405

（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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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

 

 

前中間会計期間 

 自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

 自 平成19年4月 1日 

 至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

１．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 

 先入先出法による低価法 

(1) 有価証券 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) たな卸資産 

同   左 

(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 

    期末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 

同   左 

２．固定資産の減価償

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。 

 
 

(1) 有形固定資産 

同   左 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年4月

1日以降に取得した有形固定資 

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

 なお、この変更により営業利

益、経常利益及び税引前中間純

利益に与える影響は軽微であり

ます。 

(1) 有形固定資産 

同   左 
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

 

 

 

前中間会計期間 

 自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

 自 平成19年4月 1日 

 至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

  

 
 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成

19年3月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の5%に到達し

た事業年度の翌事業年度より、

取得価額の5%相当額と備忘価額

との差額を5年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計

上しております。 

 なお、この変更により営業利

益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益に与える影響は軽微

であります。 

 

 
 

 (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、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。 

(2) 少額減価償却資産 

同   左 

 

 

 

(3) 無形固定資産 

同   左 

 

(2) 少額減価償却資産 

同   左 

 

 

 

(3) 無形固定資産 

同   左 

 

３．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。 

(1) 貸倒引当金 

同   左 

 

(1) 貸倒引当金 

同   左 
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信

 

 

 

 

 前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

 (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

事業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。 

（会計処理の変更） 

 当中間会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計

基準第4号 平成17年11月29

日）を適用しております。 

 この結果、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益がそれ

ぞれ3,700千円減少しております。

(2) 賞与引当金 

同   左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同   左 

 

 

(3)役員賞与引当金 

 役員賞与の支払に備えて、当

事業年度における支給見込額を

計上しております。 

（会計処理の変更） 

 当事業年度より「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準

第4号 平成17年11月29日）

を適用しております。 

 この結果、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益がそれ

ぞれ 7,400 千円減少しておりま

す。 

 (4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、中間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。 

(4) 退職給付引当金 

同   左 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務（事業年度末自己都合

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

基づく中間期末要支給額を計上

しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同   左 

(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

基づく期末要支給額を計上して

おります。 



 

カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

 

 

 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

４．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。 

同   左 

 

同   左 

 

５．その他中間財務諸

表（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。 

消費税等の会計処理について 

同   左 

 

消費税等の会計処理について 

同   左 

 

前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第5号 平成17年12月9日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第8号 平成 17 年 12 月 9

日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額

は、1,473,250千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、中間

財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第5号 平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第8号 平成17年12月9日）

を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額

は、1,541,405千円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

 

 34



 

カーディナル株式会社 （７８５５） 平成20年3月期中間決算短信 

注 記 事 項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成18年9月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年9月30日） 

前事業年度 

（平成19年3月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,160,602千円 

 

※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 205,889千円 

土地 95,249千円 

その他 8,288千円 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４ 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 

 

※５ 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。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,240,126千円

 

※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 192,137千円

土地 95,249千円

その他 7,450千円

計 294,837千円

  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 
23,829千円

長期借入金 136,185千円

保証債務 16,670千円

 計    181,684千円

根抵当権の極度額 480,000千円

 

３ 偶発債務 

  次の関係会社等について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており 

ます。 

保証先 金額 内容 

㈱ウィルワ

ンカード 
47,505千円 借入債務

 

※４ 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     26,064千円 

 

※５ 消費税等の取扱い 

      同   左 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,199,308千円

 

※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 198,996千円

土地 95,249千円

その他 7,851千円

計 302,097千円

  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 
26,449千円

長期借入金 147,183千円

保証債務 20,000千円

 計 198,632千円

根抵当権の極度額 480,000千円

 

３ 偶発債務 

  次の関係会社等について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており 

ます。 

保証先 金額 内容 

㈱ウィルワ

ンカード 
50,000千円 借入債務

 

※４ 期末日満期手形 

  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、当事業年度末日は金融機関の休

日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。 

受取手形     21,664千円 
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カーディナル株式会社 （７８５５） 平成 20 年 3月期中間決算短信 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

自 平成 18 年 4月 1 日 

至 平成 18 年 9月 30 日 

当中間会計期間 

自 平成 19 年 4月 1 日 

至 平成 19 年 9月 30 日 

前事業年度 

自 平成 18 年 4月 1 日 

至 平成 19 年 3月 31 日 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 437 千円 

受取配当金 429 千円 

受取賃貸料 2,058千円 

業務委託手数料 571 千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5,182 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 43,640 千円 

無形固定資産 2,083 千円 

 

※６ 当中間会計期間における税金 

費用については、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。 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 783 千円

受取配当金 465 千円

受取賃貸料 2,614 千円

業務委託手数料 1,142 千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5,511 千円

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

保険解約益 23,992千円

 

 

 

 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 40,818 千円

無形固定資産 1,719 千円

 

※６  

同    左 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,301 千円

受取配当金 788 千円

受取賃貸料 4,627 千円

業務委託手数料 1,714 千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 10,932 千円

 

 

 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 454 千円

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 90,974 千円

無形固定資産 4,099 千円
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