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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 10,650 ― △620 ― △525 ― △392 ―

20年3月期第1四半期 10,998 8.5 118 ― 218 ― 72 ―

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 △10.62 ―

20年3月期第1四半期 1.93 ―

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 49,531 32,801 65.0 870.64
20年3月期 50,468 33,834 65.5 894.76

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  32,183百万円 20年3月期  33,074百万円

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 ― 10.00 ― 12.50 22.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

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 24,000 1.0 400 △72.3 600 △62.9 300 △66.8 8.12
通期 55,800 6.0 6,000 1.1 6,400 1.5 3,700 0.9 100.09

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  

(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、３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．平成20年５月８日に発表した連結業績予想に変更はありません。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。 

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  38,200,910株 20年3月期  38,200,910株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,235,863株 20年3月期  1,235,764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  36,965,015株 20年3月期第1四半期  37,469,693株
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【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（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）におけるわが国経済は、エネルギー価格の高騰

　に伴う原材料費の上昇や主要貿易相手国の景気減退などの影響を受け、より一層の景気減速感が強まってまいり

　ました。

　　このような環境の中、カーナビゲーション用データの売上や、データ配信売上は堅調に推移いたしましたが、

　住宅地図帳の売上減少を補うに至らず、売上高は10,650百万円となりました。

　　損益面では、海外カーナビゲーション用の新規コンテンツにかかる先行費用や、データ配信サービスにかかる

　営業費用等が増加いたしました結果、営業損失は620百万円、経常損失は525百万円、四半期純損失は392百万円

　となりました。

　　なお、当社グループの売上高は、季節による需要の変動が大きく、例年第１四半期は年間売上高に占める割合

　が最も低く、第４四半期が最も高くなりますが、地図データベースの整備費用は年間を通して固定的に発生しま

　す。この季節要因は当初計画に織り込んでおります。

　　事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりであります。

（地図データベース関連事業）

　　当社の主力事業であります地図データベース関連事業につきましては、国内及び海外におけるカーナビゲーシ

　ョン用データの売上や、携帯サービス及び住宅地図配信などのデータ配信売上は堅調に推移いたしましたが、提

　供媒体の変化等による住宅地図帳の売上減少を補うに至らず、当事業の売上高は9,068百万円となりました。

　　損益面では、引き続き、海外カーナビゲーション用の新規コンテンツ「ＧＣＭ（ガイダブル・シティ・モデ　

　ル）」の開発にかかる先行費用や、データ配信サービスのプロモーション費用及び開発費等が発生いたしました

　結果、営業損失は655百万円となりました。

（一般印刷関連事業）

　　一般印刷関連事業につきましては、売上高は、受注減少に伴い1,224百万円となりました。

　　損益面では、原油価格高騰に伴う原材料費の上昇の影響は受けたものの、外注費の減少等により、営業利益は

　20百万円となりました。

（その他事業）

　　その他事業の売上高は357百万円、営業損失は14百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　　当第１四半期末の財政状態といたしましては、前連結会計年度末（平成20年３月期末）と比べ、現金及び預金

　が1,079百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が3,995百万円減少いたしました結果、総資産は49,531百万

　円（前連結会計年度末比937百万円減少、1.9％減）となりました。

　  また、当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。

 

　　当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は6,227百万円となり、前連結会計年度末と比較して881

　百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動によるキャッシュ・フローは2,012百万円の収入となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額

　3,957百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額1,887百万円であります。 

（投資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・フローは611百万円の支出となりました。主な要因は、有形及び無形固定資産の

　取得による支出617百万円であります。 
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（財務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・フローは438百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額425百万円

　であります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　　現段階において、平成20年５月８日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

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

　　該当事項はありません。

（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

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用

　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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これによる、損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。

③リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。

　これによる、損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。
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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：百万円）

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 4,243 3,164

受取手形及び売掛金 8,436 12,431

有価証券 2,051 2,251

たな卸資産 2,869 2,429

その他 2,753 2,478

貸倒引当金 △41 △56

流動資産合計 20,312 22,699

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,831 4,878

土地 8,328 8,328

その他（純額） 2,373 785

有形固定資産合計 15,534 13,993

無形固定資産   

ソフトウエア 5,069 5,197

その他 1,370 1,318

無形固定資産合計 6,439 6,515

投資その他の資産   

投資有価証券 3,855 3,671

その他 3,552 3,756

貸倒引当金 △163 △168

投資その他の資産合計 7,245 7,260

固定資産合計 29,219 27,769

資産合計 49,531 50,468
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（単位：百万円）

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   

買掛金 1,465 1,892

短期借入金 2,220 1,942

未払費用 4,647 3,709

未払法人税等 94 1,862

役員賞与引当金 26 154

その他 2,296 1,994

流動負債合計 10,749 11,555

固定負債   

長期借入金 2,014 2,099

退職給付引当金 2,322 2,398

役員退職慰労引当金 222 251

その他 1,419 329

固定負債合計 5,979 5,078

負債合計 16,729 16,634

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,557 6,557

資本剰余金 13,112 13,112

利益剰余金 14,672 15,527

自己株式 △2,815 △2,815

株主資本合計 31,527 32,382

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 684 574

為替換算調整勘定 △28 117

評価・換算差額等合計 655 692

少数株主持分 618 759

純資産合計 32,801 33,834

負債純資産合計 49,531 50,468
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 10,650

売上原価 6,431

売上総利益 4,219

販売費及び一般管理費 4,839

営業損失（△） △620

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 50

不動産賃貸料 40

その他 58

営業外収益合計 155

営業外費用  

支払利息 18

敷金契約解約損 13

その他 28

営業外費用合計 60

経常損失（△） △525

特別利益  

貸倒引当金戻入額 16

その他 0

特別利益合計 17

特別損失  

固定資産除売却損 17

その他 0

特別損失合計 18

税金等調整前四半期純損失（△） △526

法人税、住民税及び事業税 211

法人税等調整額 △227

法人税等合計 △16

少数株主損失（△） △117

四半期純損失（△） △392
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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損失（△） △526

減価償却費 876

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △128

退職給付引当金の増減額（△は減少） △75

受取利息及び受取配当金 △57

支払利息 18

固定資産除売却損益（△は益） 17

売上債権の増減額（△は増加） 3,957

たな卸資産の増減額（△は増加） △441

仕入債務の増減額（△は減少） △407

未払費用の増減額（△は減少） 949

未払消費税等の増減額（△は減少） △395

その他 74

小計 3,860

利息及び配当金の受取額 57

利息の支払額 △17

法人税等の支払額 △1,887

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,012

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △617

その他 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △611

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） 381

長期借入金の返済による支出 △187

リース債務の返済による支出 △183

配当金の支払額 △425

少数株主への配当金の支払額 △23

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △438

現金及び現金同等物に係る換算差額 △81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 881

現金及び現金同等物の期首残高 5,346

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,227
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　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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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）セグメント情報

　【事業の種類別セグメント情報】

　　　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）

地図データ
ベース関連

事業
（百万円）

一般印刷
関連事業
（百万円）

その他
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
9,068 1,224 357 10,650 － 10,650

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 87 6 93 (93) －

計 9,068 1,311 363 10,744 (93) 10,650

営業利益（△は損失） △655 20 △14 △649 29 △620

　（注）　事業区分の方法及び各事業に属する主要な製品の名称

１ 事業区分の方法…………………内部管理上採用している区分によっております。

２ 各事業に属する主要な製品の名称

(1)地図データベース関連事業…住宅地図帳、応用地図、住宅地図データベース、カーナビゲーション用

データ

(2)一般印刷関連事業……………一般印刷物

(3)その他事業……………………ＣＡＤ受託処理、仕入商品

　【所在地別セグメント情報】

　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）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

　【海外売上高】

　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）

　　　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。

（６）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等

（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～平成19年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（百万円）

Ⅰ　売上高 10,998

Ⅱ　売上原価 6,474

　売上総利益 4,523

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,405

　営業利益 118

Ⅳ　営業外収益 154

　受取利息及び配当金 77

　その他 77

Ⅴ　営業外費用 54

　支払利息 17

　その他 37

経常利益 218

Ⅵ　特別利益 16

　貸倒引当金戻入益 10

　投資有価証券売却益 5

Ⅶ　特別損失 0

　固定資産売廃却損 0

    税金等調整前四半期純利益 233

    法人税、住民税及び事業税 131

    法人税等調整額　 16

    少数株主利益 13

    四半期純利益 72
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（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～平成19年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（百万円）

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 233

 　　 減価償却費 688

      固定資産売廃却損益（売却益：△） 0

売上債権の増減額（増加：△） 4,239

たな卸資産の増減額（増加：△） △350

仕入債務の増減額（減少：△） △578

 　　 その他 177

        小計 4,410

利息及び配当金の受取額 77

 　　 利息の支払額 △16

 　　 法人税等の支払額 △2,067

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,403

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形・無形固定資産の取得による支出 △786

投資有価証券の取得による支出 △0

投資有価証券の売却による収入 15

少数株主からの子会社株式の取得による支出 △26

 　　 その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △800

Ⅲ　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（減少：△） 290

長期借入金の返済による支出 △319

少数株主への株式の発行による収入 408

自己株式の取得による支出 △1

 　　 自己株式の売却による収入 0

 　　 配当金の支払額 △317

 　　 少数株主への配当金の支払額 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー 45

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 7

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 1,655

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,981

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 6,636
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（３）セグメント情報

　【事業の種類別セグメント情報】

　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）　

事業区分

地図データ
ベース関連

事業
（百万円）

一般印刷
関連事業
（百万円）

その他
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

(1）外部顧客に対する

売上高
9,179 1,268 550 10,998 － 10,998

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 77 7 85 (85) －

売上高計 9,179 1,346 558 11,083 (85) 10,998

営業費用 9,112 1,356 519 10,987 (107) 10,880

営業利益（損失：△） 66 △9 39 95 22 118

　（注）　事業区分の方法及び各事業に属する主要な製品の名称

１ 事業区分の方法………………内部管理上採用している区分によっております。

２ 各事業に属する主要な製品の名称

(1)地図データベース関連事業…住宅地図帳、応用地図、住宅地図データベース、カーナビゲーション用

データ

(2)一般印刷関連事業……………一般印刷物

(3)その他事業……………………ＣＡＤ受託処理、仕入商品

　【所在地別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

　【海外売上高】

　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６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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