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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 12,651 ― 2,728 ― 2,674 ― 1,502 ―
20年3月期第2四半期 12,980 1.2 3,148 △14.2 3,103 △18.9 1,628 △27.0

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2四半期 40.54 40.54
20年3月期第2四半期 42.09 42.07

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2四半期 27,305 22,743 82.9 618.24
20年3月期 26,081 22,247 84.9 592.28

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  22,640百万円 20年3月期  22,141百万円

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
21年3月期 ― 11.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 11.00 22.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 22,000 △2.1 2,650 △24.7 2,600 △24.5 1,450 △18.1 39.13

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） 

（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） 

※ 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10月21日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業
績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性
的情報」をご覧ください。 
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2四半期  39,327,700株 20年3月期  39,323,700株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,706,901株 20年3月期  1,939,644株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  37,055,633株 20年3月期第2四半期  38,689,975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 

（１）わが国経済の状況 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱が続

き、加えて原油や鋼材、食料等の高騰による企業業績や設備投資、個人消費へのマイナス影響が高まる中、９月

には米国の巨大金融機関の破綻に始まる金融危機が発生、国内証券市場も極めて大きな影響を受けました。日経

平均株価は９月末には11,000円台を維持していたものの、10月には米国の株価急落を受けて7,000円台にまで値を

下げ、為替レートの変動も相俟って実体経済への深刻な影響がさまざまな業界で予測される状況となりました。 

  

（２）業績の概況 

① 売上の概況 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、四半期報告書と財務報告専用コンピュータ言語ＸＢＲＬの導入とい

う新たな決算開示制度のスタートに伴う決算関連製品の大幅な売上増加があったものの、投資信託関連製品、

ＩＰＯ（新規株式上場）関連製品、有価証券印刷等、証券市況の影響を受ける製品の売上減少が大きなマイナ

ス要因となり、前年同期比2.5％減の12,651百万円となりました。当面、これらの証券市況に左右される製品の

受注減少が続くものと想定されることから、その業績影響をできる限り少なくするため、定期受注製品の顧客

拡大、システムサービスやＩＲ関連サービスなどの付加価値製品の開発、提供を 重要課題として取り組んで

います。主な製品別の概況は以下のとおりです。 

＜会社法関連製品＞ 

企業の合併、統合、経営破たん等の要因により上場廃止社数が増加し、主力製品の株主総会招集通知の受

注社数がほぼ横ばいとなりました。この結果、会社法関連製品の売上高は3,710百万円と前年同期比1.3％の

増加にとどまりました。 

＜金融商品取引法関連製品＞ 

有価証券報告書については、招集通知同様の理由による上場会社数の減少に加え、開示基準の改正により

提出義務が免除される非上場会社が発生したことから、受注社数が減少しました。しかしながら、本年４月

より制度化された四半期報告書の作成及びコンピュータ言語ＸＢＲＬへの対応サービスの受注が７月から始

まったこと、加えて、決算短信の受注社数が増加したことから、決算関連製品の売上は約25％増加しまし

た。 

一方、証券市場の低迷や上場審査の厳格化等を受けて国内のＩＰＯ社数が前年同期の50社から11社に大き

く減少したことに伴い、目論見書等ＩＰＯ関連製品の受注が減少しました。ＲＥＩＴを含めた投資信託関連

製品については、運用報告書等の定期開示書類の受注は増加したものの、前期の金融商品取引法施行に伴う

スポット需要の反動減に加えて市況の低迷が続き、目論見書や販売促進ツールの受注が大きく減少しまし

た。これらの減少要因は期初の予想を超え、決算関連製品の増加要因を上回る額となったことから金融商品

取引法関連製品の売上高は5,817百万円と前年同期比3.6％の減少となりました。 

＜ＩＲ等製品＞ 

電子公告関連、ＩＲサイト関連、財務データベース関連等のＷｅｂ系サービスの売上が増加した他、第１

四半期から本格スタートした有料セミナー事業の売上も新たに加わりましたが、株主向け年次報告書の社数

減等の要因により、ＩＲ等製品の売上高は2,879百万円と前年同期比0.3％の減少となりました。 

＜有価証券印刷製品＞ 

ＩＰＯ・ファイナンスの大幅な減少と、平成21年１月からの上場株券の電子化を前にした需要の減少によ

り、有価証券印刷製品の売上高は243百万円と前年同期比37.9％の減少となりました。 

② 利益の概況 

受注減少に伴い、用紙代、外注費等の変動費は減少したものの、四半期報告書・ＸＢＲＬ対応のための情報

システム・顧客サポート体制費用等の原価が加わったことから、売上原価率が前年同期比で1.5ポイント上昇し

55.2％となりました。また販管費については、前年同期にあった研究開発費はなくなったものの、本社オフィ

ス移転を含む情報セキュリティ体制の抜本的見直しに伴う家賃やシステム関連費用の増加、営業力強化のため

の増員による人件費の増加等により、売上高販管費率が前年同期比で1.1ポイント上昇しました。 

この結果、営業利益は前年同期比13.3％減の2,728百万円となりました。営業外収益、営業外費用を加減した

経常利益は同13.8％減の2,674百万円、税金等調整前四半期純利益は、証券市況の低迷に伴い投資有価証券評価

損が232百万円発生したこと等により同9.6％減の2,553百万円、四半期純利益は同7.8％減の1,502百万円となり

ました。 

  



※ 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。従いまして、当第２四半

期連結累計期間の四半期連結損益計算書と前中間連結会計期間の中間連結損益計算書とでは、作成基準が異な

るため前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

（３）第２四半期の季節性 

当社の主力製品のうち、株主総会招集通知、有価証券報告書、株主向け年次報告書等は、企業の決算期に連動

して受注する開示書類のため、上場会社の75％前後を占める３月決算会社からの受注が第１四半期に集中しま

す。このため、例年当社は第１四半期の売上構成比が も高くなっておりますが、本年度より法定化された四半

期報告書・ＸＢＲＬ対応サービスの売上が計上されることから、本年度以降は第２・第４四半期の構成比が従来

に比べ上昇し、その分第１四半期の構成比が若干低下する見通しです。 

   

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,223百万円増加し27,305百万円となりました。

主な要因は、流動資産の現金及び預金1,907百万円増加、有価証券395百万円減少等と固定資産の無形固定資産426百

万円増加、投資有価証券362百万円減少であります。 

当第２四半期末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて727百万円増加し4,561百万円となりました。主な

要因は、流動負債の短期借入金200百万円増加、未払法人税等591百万円増加等と買掛金61百万円減少等であります。

固定負債は大きな変動はありません。 

当第２四半期末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて495百万円増加し22,743百万円となりました。

主な要因は、四半期純利益1,502百万円を計上できたこと、配当金411百万円、自己株式の取得591百万円等でありま

す。この結果、自己資本比率は82.9％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べて3,010百万円増加し13,166百万円となりまし

た。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は2,417百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前

四半期純利益2,553百万円、減価償却費243百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額591百万円等

であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は1,393百万円の収入となりました。主なプラス要因は、有価証券の売

却による収入1,500百万円、敷金及び保証金の回収による収入347百万円等であり、主なマイナス要因は、無形固定

資産の取得による支出485百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は800百万円の支出となりました。主なプラス要因は、短期借入れによ

る収入450百万円等であり、主なマイナス要因は、短期借入金の返済による支出250百万円、自己株式の取得による

支出591百万円、配当金の支払額410百万円であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

グローバルな金融危機の拡大とそれに伴う国内証券市況や実体経済の低迷を受け、10月以降も第２四半期連結累計

期間同様、投資信託・ＲＥＩＴ関連やＩＰＯ・ファイナンス関連製品を中心とした証券市況の影響を受ける製品の受

注減少が続くことが想定されます。また利益面では、下半期も四半期・ＸＢＲＬ対応システム導入初期のため上半期

同様のコスト増加が続くこと、販管費も上半期同様の水準が見込まれることから通期業績は、売上高22,000百万円

（前期比△2.1％）、営業利益2,650百万円（前期比△24.7％）、経常利益2,600百万円（前期比△24.5％）、当期純

利益1,450百万円（前期比△18.1％）を予想しています。 

なお、平成20年10月21日に公表しました連結業績予想から修正を行っておりません。  

  



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 

１．簡便な会計処理         

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

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

が、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、主として個別法による原価法（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）により算出しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 10,079,639 8,172,046

受取手形及び売掛金 1,910,199 2,007,220

有価証券 3,086,771 3,482,185

原材料 9,414 14,714

仕掛品 233,020 293,201

その他 728,980 852,258

貸倒引当金 △2,452 △3,904

流動資産合計 16,045,573 14,817,723

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 766,488 786,476

機械装置及び運搬具（純額） 386,092 430,828

土地 2,556,242 2,556,242

その他（純額） 281,730 316,423

有形固定資産合計 3,990,554 4,089,971

無形固定資産 884,547 458,432

投資その他の資産   

投資有価証券 3,984,795 4,346,909

その他 2,445,488 2,445,793

貸倒引当金 △45,888 △77,059

投資その他の資産合計 6,384,395 6,715,643

固定資産合計 11,259,498 11,264,047

資産合計 27,305,071 26,081,770



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 473,653 535,336

短期借入金 380,000 180,000

未払法人税等 1,190,487 599,131

賞与引当金 466,870 443,498

役員賞与引当金 － 50,000

その他 991,380 956,143

流動負債合計 3,502,392 2,764,110

固定負債   

退職給付引当金 640,299 593,854

役員退職慰労引当金 33,883 310,226

その他 384,555 165,601

固定負債合計 1,058,739 1,069,682

負債合計 4,561,131 3,833,792

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,058,650 3,058,034

資本剰余金 4,683,596 4,682,984

利益剰余金 16,885,144 15,794,042

自己株式 △2,052,787 △1,461,749

株主資本合計 22,574,603 22,073,310

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 65,884 68,475

評価・換算差額等合計 65,884 68,475

少数株主持分 103,452 106,191

純資産合計 22,743,940 22,247,978

負債純資産合計 27,305,071 26,081,770



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 12,651,523

売上原価 6,988,373

売上総利益 5,663,149

販売費及び一般管理費 2,934,852

営業利益 2,728,296

営業外収益  

受取利息 11,280

受取配当金 18,539

その他 15,502

営業外収益合計 45,322

営業外費用  

支払利息 1,464

投資事業組合運用損 56,103

持分法による投資損失 25,138

その他 16,229

営業外費用合計 98,935

経常利益 2,674,683

特別利益  

投資有価証券売却益 134,536

特別利益合計 134,536

特別損失  

施設利用権評価損 22,988

投資有価証券評価損 232,558

特別損失合計 255,546

税金等調整前四半期純利益 2,553,672

法人税、住民税及び事業税 1,173,834

法人税等調整額 △147,453

法人税等合計 1,026,380

少数株主利益 24,965

四半期純利益 1,502,327



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 2,553,672

減価償却費 243,904

引当金の増減額（△は減少） △244,048

持分法による投資損益（△は益） 25,138

投資有価証券評価損益（△は益） 232,558

受取利息及び受取配当金 △29,820

支払利息 1,464

売上債権の増減額（△は増加） 206,439

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,692

仕入債務の増減額（△は減少） △62,558

その他 △10,661

小計 2,982,781

利息及び配当金の受取額 28,037

利息の支払額 △1,303

法人税等の支払額 △591,906

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,417,608

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却による収入 1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △103,452

無形固定資産の取得による支出 △485,861

投資有価証券の取得による支出 △3,765

投資有価証券の売却による収入 198,771

投資事業組合への支出 △50,000

敷金及び保証金の回収による収入 347,367

その他 △9,422

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,393,636

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 450,000

短期借入金の返済による支出 △250,000

自己株式の取得による支出 △591,038

配当金の支払額 △410,915

ストックオプションの行使による収入 1,228

財務活動によるキャッシュ・フロー △800,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,010,519

現金及び現金同等物の期首残高 10,155,890

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,166,410



 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）セグメント情報  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当社及び連結子会社の事業はディスクロージャー関連事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業でありま

す。従って、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当社は、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ありませんので、該当事項はありませ

ん。   

  

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

海外売上高がありませんので、該当事項はありません。   

  

（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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        12,980,532  100.0

Ⅱ 売上原価        6,969,342  53.7

売上総利益        6,011,189  46.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費        2,862,860  22.1

営業利益        3,148,329  24.2

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  15,017            

２．受取配当金  36,597            

３．その他  22,993  74,608  0.6

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  1,027            

２．投資事業組合投資損失  42,644            

３．持分法よる投資損失  66,779            

４．その他  8,912  119,363  0.9

経常利益        3,103,575  23.9

Ⅵ 特別損失                  

１．事務所移転費用  145,773            

２．投資有価証券評価損  134,114  279,887  2.2

税金等調整前中間純利益        2,823,687  21.7

法人税、住民税及び事業税  1,396,994            

法人税等調整額 △207,285  1,189,708  9.2

少数株主利益        5,351  0.0

中間純利益        1,628,627  12.5

        



（２）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19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  2,823,687

減価償却費  163,635

引当金の増加額  204,712

持分法による投資損失  66,779

投資有価証券評価損  134,114

受取利息及び受取配当金 △51,615

支払利息  1,027

売上債権の増加額（△） △22,159

棚卸資産の減少額  32,820

仕入債務の増加額  113,467

その他 △64,324

小計  3,402,145

利息及び配当金の受取額  48,360

利息の支払額 △838

法人税等の支払額 △990,134

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,459,533

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △149,610

有価証券の売却による収入  1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △190,562

無形固定資産の取得による支出 △42,823

投資有価証券の取得による支出 △328,185

投資有価証券の売却による収入  300,000

投資事業組合への支出 △357,316

その他 △157,610

投資活動によるキャッシュ・フロー  573,891

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  450,000

短期借入金の返済による支出 △260,000

自己株式の取得による支出 △434,887

配当金の支払額 △425,822

ストック・オプションの権利行使
による収入  6,140

財務活動によるキャッシュ・フロー △664,570

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  2,368,854

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  10,055,404

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  12,424,259

    



（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。  

  

（４）セグメント情報 

〔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19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

当社グループ（当社及び連結子会社）の事業はディスクロージャー関連事業並びにこれらに付帯する業務の

単一事業であります。従って、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

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ありませんので、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

海外売上高がありませんので、該当事項はありません。  
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