
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 カーディナル 上場取引所 大 

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

四半期報告書提出予定日 平成20年8月12日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 447 ― 54 ― 53 ― 25 ―

20年3月期第1四半期 487 ― 83 ― 82 ― 64 ―

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

21年3月期第1四半期 11.97 ―

20年3月期第1四半期 30.14 ―

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

21年3月期第1四半期 2,469 1,644 66.6 767.21
20年3月期 2,453 1,628 66.4 760.05

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,644百万円 20年3月期  1,628百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 897 0.9 136 14.7 132 14.0 76 △1.9 35.46
通期 1,780 0.0 275 6.0 269 4.9 155 14.7 72.33

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．本資料に記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。 
 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用  
   指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 ３．当社は、平成19年3月期第3四半期より四半期財務・業績の概況の開示を実施しているため、平成20年3月期第1四半期の対前年同四半期増減率については記 
   載しておりません。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  2,143,000株 20年3月期  2,143,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  2,143,000株 20年3月期第1四半期  2,143,000株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格や穀物価格の高騰、サブプライムローン問題に端を

　発した金融市場の混乱等により、先行き不透明な状況で推移しました。

　このような状況下において当社グループ（当社及び連結子会社）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、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高が447,040千円となり、営業利益では 54,543千円、

経常利益では53,683千円、当期純利益では25,642千円となっております。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　①カード製造事業

　　当第１四半期連結会計期間の売上高は447,040千円となりました。

　②基幹業務統合ソフト製造事業

　　当第１四半期連結会計期間の売上高はありません。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　　当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、現金及び預金が94,563千円増加したこと等により、前連結会

　計年度末に比べて40,709千円増加し1,127,791千円となりました。固定資産は、機械装置及び運搬具が23,281千円

　減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて25,044千円減少し1,341,686千円となりました。この結果、総

　資産は前連結会計年度末に比べ15,665千円増加し2,469,478千円となりました。

　　当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、未払法人税等が26,418千円増加したこと等により、前連結会

　計年度末に比べ27,416千円増加し479,777千円となりました。固定負債は、長期借入金が31,414千円減少したこと

　等により、前連結会計年度末に比べ27,099千円減少し345,570千円となりました。この結果、総負債は前連結会計

　年度末に比べ316千円増加し825,347千円となりました。

　　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、四半期純利益を25,642千円確保できたこと等により、前連結会

　計年度末に比べて15,348千円増加し1,644,130千円となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　現時点での業績予想につきましては、前回公表の業績予想に変更はありません。

　　なお、業績予想については、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。

 

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）

　該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　当社は、税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する

　税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

　ります。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。　

 

（３）四半期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

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

　関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

　諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号）を適用し、評

　価基準については、低価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　　なお、この変更による損益への影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 529,676 435,113 

受取手形及び売掛金 460,041 487,147 

商品 155 38 

原材料 48,910 51,683 

仕掛品 49,086 59,571 

繰延税金資産 13,913 13,993 

その他 28,539 42,147 

貸倒引当金 △2,530 △2,612 

流動資産合計 1,127,791 1,087,082 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,059,150 1,073,788 

減価償却累計額 △601,646 △598,446 

建物及び構築物（純額） 457,504 475,342 

機械装置及び運搬具 736,786 774,490 

減価償却累計額 △533,814 △548,236 

機械装置及び運搬具（純額） 202,972 226,253 

土地 292,208 292,208 

その他 165,005 166,368 

減価償却累計額 △139,530 △139,486 

その他（純額） 25,475 26,881 

有形固定資産合計 978,160 1,020,685 

無形固定資産   

のれん 95,662 103,634 

その他 9,007 3,143 

無形固定資産合計 104,669 106,777 

投資その他の資産   

投資有価証券 193,759 171,385 

長期貸付金 7,920 9,240 

繰延税金資産 31,604 34,769 

その他 31,166 29,484 

貸倒引当金 △5,594 △5,611 

投資その他の資産合計 258,856 239,267 

固定資産合計 1,341,686 1,366,730 

資産合計 2,469,478 2,453,813 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 219,398 211,642 

短期借入金 25,000 25,000 

1年内返済予定の長期借入金 125,656 125,656 

未払法人税等 27,625 1,207 

賞与引当金 2,400 17,367 

工場閉鎖損失引当金 － 26,500 

その他 79,696 44,988 

流動負債合計 479,777 452,361 

固定負債   

長期借入金 247,345 278,759 

再評価に係る繰延税金負債 3,161 3,161 

退職給付引当金 44,151 41,461 

役員退職慰労引当金 50,913 49,288 

固定負債合計 345,570 372,669 

負債合計 825,347 825,031 

純資産の部   

株主資本   

資本金 323,200 323,200 

資本剰余金 100,600 100,600 

利益剰余金 1,387,279 1,376,637 

株主資本合計 1,811,079 1,800,437 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,579 1,873 

土地再評価差額金 △173,528 △173,528 

評価・換算差額等合計 △166,948 △171,655 

純資産合計 1,644,130 1,628,782 

負債純資産合計 2,469,478 2,453,813 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 447,040

売上原価 299,498

売上総利益 147,541

販売費及び一般管理費 92,998

営業利益 54,543

営業外収益  

受取利息 58

受取配当金 557

受取賃貸料 649

雑収入 659

営業外収益合計 1,925

営業外費用  

支払利息 2,694

雑損失 89

営業外費用合計 2,784

経常利益 53,683

特別利益  

貸倒引当金戻入額 99

固定資産売却益 214

特別利益合計 313

税金等調整前四半期純利益 53,996

法人税等 28,353

四半期純利益 25,642



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 53,996

減価償却費 26,527

のれん償却額 7,971

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,690

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,624

貸倒引当金の増減額（△は減少） △99

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,967

受取利息及び受取配当金 △616

支払利息 2,694

有形固定資産売却損益（△は益） △214

売上債権の増減額（△は増加） 26,396

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,709

仕入債務の増減額（△は減少） 7,756

未払消費税等の増減額（△は減少） △23

その他 16,177

小計 151,626

利息及び配当金の受取額 578

利息の支払額 △2,692

法人税等の支払額 2,694

営業活動によるキャッシュ・フロー 152,206

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △5,685

有形固定資産の売却による収入 16,083

投資有価証券の取得による支出 △14,466

ソフトウエアの取得による支出 △6,460

貸付金の回収による収入 1,320

保険積立金の積立による支出 △1,750

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,958

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △31,414

配当金の支払額 △15,271

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94,562

現金及び現金同等物の期首残高 435,113

現金及び現金同等物の四半期末残高 529,676



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 487,458

Ⅱ　売上原価 313,503

売上総利益 173,954

Ⅲ　販売費及び一般管理費 90,116

営業利益 83,837

Ⅳ　営業外収益 1,687

　受取利息 135

　受取配当金　 440

　受取賃貸料　 713

　雑収入　 397

Ⅴ　営業外費用 3,073

　支払利息　 3,073

　雑損失　 0

経常利益 82,451

Ⅵ　特別利益 24,775

　貸倒引当金戻入額 782

　保険解約益　 23,992

税金等調整前四半期純利益 107,226

税金費用 42,630

四半期純利益 64,596

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税金等調整前四半期純利益 107,226

　減価償却費 28,388

　のれん償却額 7,971

　役員退職慰労引当金の増加額 577

　貸倒引当金の減少額 △782

　賞与引当金の増加額 6,375

　受取利息及び受取配当金 △576

　支払利息 3,073

　売上債権の減少額 39,858

　たな卸資産の減少額 16,633

　仕入債務の減少額 △33,580

　未払消費税等の増加額 5,270

　その他資産負債増減 △2,086

小計 178,350

　利息及び配当金の受取額 556

　利息の支払額 △3,085

　役員退職慰労金の支払額 △1,000

　法人税等の支払額 △68,689

営業活動によるキャッシュ・フロー 106,131

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 △300

　有形固定資産の取得による支出 △4,255

　貸付金の回収による収入 1,350

　保険積立金の積立による支出 △708

　保険積立金の解約による収入 139,717

投資活動によるキャッシュ・フロー 135,803

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　長期借入金の返済による支出 △37,806

　配当金の支払額 △21,605

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,411

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 182,523

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 454,418

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 636,942

－ 3 －
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