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(百万円未満切捨て)
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）

　(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 1,385 － 121 － 141 － 81 －

20年３月期第１四半期 995 44.8 △39 － △21 － △５ －

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 15 23 － －

20年３月期第１四半期 △１ 01 － －

　(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

21年３月期第１四半期 6,193 4,425 71.5 827 33

20年３月期 6,091 4,388 72.0 819 89
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 4,425百万円 20年３月期 4,388百万円

2. 配当の状況

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 50 － － ７ 50 15 00

21年３月期 － － － －

21年３月期(予想) － － 7 50 － － 7 50 15 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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)

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 2,496 4.7 160 2.0 165 △3.1 95 10.9 17 67

通期 5,200 8.3 310 △22.6 320 △23.8 180 4.5 33 48
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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、４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）

　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、４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）
　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 5,722,500株 20年３月期 5,722,500株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 373,019株 20年３月期 370,167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 5,350,894株 20年３月期第１四半期 5,365,258株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　・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。

　・業績予想は、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、多分に不確定な要素を含んでおり
ます。実際の業績等は、業況の変化等により異なる結果となる場合があります。
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ナビタス㈱(6276)平成21年３月期 第１四半期決算短信

・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１四半期の経済状況は、国内の企業収益の伸び悩みとそれに伴う設備投資の横ばい等、景気の減速傾

向が強まるとともに、原油価格の高騰による小売価格の上昇等の影響を受けた個人消費の減退が重なり、厳
しい状況が続きました。また、海外の経済状況も、引き続き米国サブプライムローンの影響を受け、株式市
場の混乱等により、米国を中心に景気の状況は悪化しております。 
　このような情勢の中、当社グループは、以前より積極的に展開しております特殊印刷の基本技術を基にし
た提案型営業の効果により、印刷装置の機械出荷が前年同期に比較して好調に推移し、関連会社においても
成型転写装置の関連資材が前期に引き続き、堅調に推移しております。
　その結果、当第１四半期における売上高は13億85百万円（前年同期は９億95百万円）、営業利益は１億21百
万円（前年同期は営業損失△39百万円）、経常利益は１億41百万円（前年同期は経常損失△21百万円）とな
り、当期四半期純利益は81百万円（前年同期は四半期純損失△５百万円）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（1）資産、負債及び純資産の状況
当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末と比較して１億２百万円増加し、61億

93百万円となりました。これは主として現金及び預金が２億46百万円増加し、受取手形及び売掛金が１億
19百万円減少したことによるものであります。負債は、前連結会計年度末と比較して64百万円増加し、17
億68百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が１億48百万円増加し、未払法人税が81百
万円減少したことによるものであります。純資産は前連結会計年度末と比較して37百万円増加し、44億25
百万円となりました。

（2）キャッシュ・フローの状況
当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して２億46百万円増加

し、22億39百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、３億４百万円の収入（前連結会計年度末は７億36百万円の収

入）となりました。これは主として税金等調整前当期四半期純利益の計上１億41百万円、売上債権の減少
１億６百万円、仕入債務の増加１億47百万円、法人税等の支払１億２千万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、12百万円の支出（前連結会計年度末は35百万円の支出）とな

りました。これは主として有形固定資産の取得による支出６百万円、無形固定資産の取得による支出６百
万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、42百万円の支出（前連結会計年度末は２億65百万円の支出）

となりました。これは主として配当金の支払40百万円によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第２四半期以降におきましても、当第１四半期の経済情勢と同様に国内景気については企業収益及び個

人消費ともに足踏み状態が続き、また、海外の状況もサブプライムローン問題に端を発した米国経済の動向
や原油価格高騰等、景気に与える懸念材料が多く、景気の先行きは厳しく推移するものと予想されます。当
社グループといたしましては、引き続き積極的な受注活動、原価低減等を推進しており、現時点では、平成
20年５月19日に発表致しました「平成20年３月期 決算短信」の平成21年３月期の連結業績予想（第２四半
期連結累計及び通期）に変更はありません。 
　今後、国内外での更なる景気後退、原油価格等の高騰等事業環境がこれまで以上に大きく変化し、今後の
業績予想数値に修正が生じる場合は速やかに開示いたします。
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ナビタス㈱(6276)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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
法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

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する方法を採用して
おります。
また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来
の業績予測やタックスプランニングを利用する方法を採用しております。

(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「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用
し、評価基準については原価法から原価法（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、この変更による影響は軽微であります。

（追加情報）

当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機と
して、当第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用しております。
　なお、この変更による影響は軽微であります。
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ナビタス㈱(6276)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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 2,239,982 1,993,010

受取手形及び売掛金 1,100,194 1,219,913

たな卸資産 541,341 521,489

その他 90,407 121,448

貸倒引当金 △4,028 △3,240

流動資産合計 3,967,896 3,852,622

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 675,125 685,124

土地 1,027,570 1,027,570

その他 111,169 114,801

有形固定資産合計 1,813,865 1,827,496

無形固定資産 75,875 78,579

投資その他の資産

投資有価証券 217,853 213,951

その他 118,842 118,834

貸倒引当金 △483 △80

投資その他の資産合計 336,213 332,705

固定資産合計 2,225,954 2,238,782

資産合計 6,193,851 6,091,404

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,365,051 1,216,700

未払法人税等 48,447 129,589

未払消費税等 11,864 12,617

賞与引当金 28,269 50,114

その他 103,195 83,150

流動負債合計 1,556,828 1,492,172

固定負債

退職給付引当金 46,174 49,144

役員退職慰労引当金 162,569 159,288

その他 2,500 2,500

固定負債合計 211,244 210,933

負債合計 1,768,073 1,703,105
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ナビタス㈱(6276)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,075,400 1,075,400

資本剰余金 942,600 942,600

利益剰余金 2,535,083 2,493,726

自己株式 △151,480 △150,407

株主資本合計 4,401,603 4,361,319

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 20,666 18,221

為替換算調整勘定 3,507 8,758

評価・換算差額等合計 24,174 26,979

純資産合計 4,425,777 4,388,298

負債純資産合計 6,193,851 6,091,404
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ナビタス㈱(6276)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 四半期連結損益計算書

（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)

売上高 1,385,289

売上原価 1,023,895

売上総利益 361,393

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 239,602

営業利益 121,791

営業外収益

受取利息及び配当金 2,359

雑収入 17,186

営業外収益合計 19,546

営業外費用

支払利息 20

雑損失 97

営業外費用合計 118

経常利益 141,220

特別損失

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純利益 141,219

法人税、住民税及び事業税 60,734

法人税等調整額 △1,014

法人税等合計 59,719

四半期純利益 81,499
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ナビタス㈱(6276)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(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 141,219

減価償却費 27,599

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,191

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,643

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,970

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,281

受取利息及び受取配当金 △2,359

支払利息 20

為替差損益（△は益） △129

売上債権の増減額（△は増加） 106,857

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,382

仕入債務の増減額（△は減少） 147,633

未払消費税等の増減額（△は減少） 35,475

その他 6,899

小計 421,692

利息及び配当金の受取額 2,359

利息の支払額 20

法人税等の支払額 120,012

営業活動によるキャッシュ・フロー 304,018

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 △6,822

無形固定資産の取得による支出 △6,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1,735

配当金の支払額 △40,874

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,610

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 246,971

現金及び現金同等物の期首残高 1,993,010

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,239,982
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ナビタス㈱(6276)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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

当第一四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【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)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 511,049 952 512,001

Ⅱ 連結売上高(千円) 1,385,289

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

36.9 0.1 37.0

　 （注） １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　  ２ 各区分に属する国又は地域の主な内訳は次の通りであります。

　   アジア：中国、インドネシア、タイ、シンガポール、フィリピン

　  その他：アメリカ

　  ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第一四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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ナビタス㈱(6276)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

　（要約）四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)

金額

Ⅰ 売上高 995,454

Ⅱ 売上原価 784,376

　 売上総利益 211,078

Ⅲ 販売費及び一般管理費 250,727

　 営業損失(△) △39,649

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息及び受取配当金 2,263

　2. 雑収入 16,352

　 営業外収益合計 18,616

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 209

　2. 雑損失 123

　 営業外費用合計 332

　 経常損失(△) △21,365

Ⅵ 特別利益 12,245

　 税金等調整前四半期純損失(△) △9,119

　 税金費用 △3,658

　 四半期純損失(△) △5,461
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