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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 23,244 ― 209 ― 422 ― 549 ―

20年3月期第2四半期 23,753 3.0 1,442 9.0 1,617 15.6 903 20.9

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 14.87 ―

20年3月期第2四半期 24.14 ―

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2四半期 48,449 33,006 66.8 878.48
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2四半期  32,340百万円 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  

   21年３月期の第２四半期末及び21年３月期（予想）の期末には、各々に記念配当２円50銭を含んでおります。  

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 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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  有  
 

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 54,500 3.5 5,100 △14.1 5,500 △12.8 3,200 △12.7 86.92

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５月８日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、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。 
３．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 有

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  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2四半期  1,386,395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2四半期  36,924,695株 20年3月期第2四半期  37,437,794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２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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上昇や主要貿易相手国の景気減速による輸出鈍化を受け、企業収益が減少するなど景気

減速感は一段と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は概ね計画通り推移いたしましたが、住宅地図帳等

の売上が低調であったため、売上高は23,244百万円となりました。

　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おける

営業費用等が増加いたしました結果、営業利益は209百万円、経常利益は422百万円となりました。

  なお、四半期純利益につきましては、投資先の事業再編に伴い投資有価証券売却益が発生し、これを特別利益

に計上いたしました結果、549百万円となりました。

  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は概ね計画通りに推移いたしましたが、減少傾向が続いております住宅地図帳等の売上が

低調であったため、当事業の売上高は20,012百万円となりました。

　損益面では当初計画通り、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、営業利益は72百万円となりました。

（一般印刷関連事業）

　一般印刷関連事業につきましては、受注減少傾向が緩やかに続いており、売上高は2,403百万円となりまし

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、その他の経費を削減したことにより、

営業利益は39百万円となりました。

（その他事業）

　その他事業の売上高は828百万円、営業利益は39百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四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、主に受取手形

及び売掛金が2,251百万円減少いたしました結果、総資産は48,449百万円（前連結会計年度末比2,019百万円減少、

4.0％減）となりました。

  また、当第２四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２四半期末における現金及び現金同等物の残高は4,407百万円となり、前連結会計年度末と比較して938百

万円の減少となりました。 

（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570百万円の収入となりました。主な収入要因は、売上債権の減少額2,243

百万円であり、主な支出要因は、法人税等の支払額2,008百万円であります。

（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678百万円の支出となりました。主な支出要因は、有形及び無形固定資

産の取得による支出1,191百万円であり、主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入601百万円であります。

（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803百万円の支出となりました。主な支出要因は、配当金の支払額463百

万円及び自己株式の取得による支出244百万円であります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後のわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した主要貿易相手国の景気減退により、輸出のみならず国内

消費においても景気への影響が出始めており、その動向が懸念されております。

  このように当下半期においては更なる景気減速が予測されますことから、通期業績予想の売上高につきまして

は、上半期における減少要因に加え、これらの影響を織り込んでおります。

  利益面では、売上高の減少を吸収するため、引き続き、製造コストの低減や諸経費の削減に努めてまいります

が、成長分野である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お

ける営業費用等の増加は、将来のための投資として当初計画どおり行うこととしております。

　以上の理由により、平成20年５月８日に公表した業績予想を下記の通り修正いたします。

  連結業績の通期見通しは、売上高54,500百万円（前連結会計年度比1,850百万円増加、3.5％増）、営業利益

5,100百万円（前連結会計年度比833百万円減少、14.1％減）、経常利益5,500百万円（前連結会計年度比806百万

円減少、12.8％減）、当期純利益3,200百万円（前連結会計年度比466百万円減少、12.7％減）を見込んでおりま

す。

  また、同様に個別業績の見通しにつきましても、売上高42,500百万円（前事業年度比329百万円増加、0.8％増）、

営業利益3,700百万円（前事業年度比716百万円減少、16.2％減）、経常利益4,500百万円（前事業年度比617百万

円減少、12.1％減）、当期純利益2,800百万円（前事業年度比254百万円減少、8.3％減）を見込んでおります。

平成21年３月期　通期　連結業績予想数値の修正 (平成20年４月１日～平成21年３月31日) 

 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

前　回　発　表　予　想（Ａ） 55,800 6,000 6,400 3,700 100　 09　

今　回　発　表　予　想（Ｂ） 54,500 5,100 5,500 3,200 86　 92　

増　　　減　　　額（Ｂ－Ａ） 　△ 1,300 　△ 900 　△ 900 　△ 500 －

増　　　減　　　率（％） △ 2.3 △ 15.0 △ 14.1 △ 13.5 －

（ご参考）前連結会計年度実績

（平成20年３月期）
52,649 5,933 6,306 3,666 98　 28　

平成21年３月期　通期　個別業績予想数値の修正 (平成20年４月１日～平成21年３月31日)

 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

前　回　発　表　予　想（Ａ） 44,000 4,500 5,200 3,100 83　 86　

今　回　発　表　予　想（Ｂ） 42,500 3,700 4,500 2,800 76　 06　

増　　　減　　　額（Ｂ－Ａ） △ 1,500 △ 800 △ 700 △ 300 －

増　　　減　　　率（％） △ 3.4 △ 17.8 △ 13.5 △ 9.7 －

（ご参考）前事業年度実績

（平成20年３月期）
42,170 4,416 5,117 3,054 81　 87　

（※）上述の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したもので、実際の業績値 

      は、今後の様々な要因によって本予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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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）

　  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

　　重要な事項はないため、記載を省略しております。

（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、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、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。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　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。
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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 3,124 3,164

受取手形及び売掛金 10,180 12,431

有価証券 1,351 2,251

たな卸資産 2,453 2,429

その他 2,829 2,478

貸倒引当金 △49 △56

流動資産合計 19,890 22,699

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,771 4,878

土地 8,328 8,328

その他（純額） 2,320 785

有形固定資産合計 15,420 13,993

無形固定資産   

ソフトウエア 5,034 5,197

その他 1,519 1,318

無形固定資産合計 6,553 6,515

投資その他の資産   

投資有価証券 2,914 3,671

その他 3,858 3,756

貸倒引当金 △189 △168

投資その他の資産合計 6,583 7,260

固定資産合計 28,558 27,769

資産合計 48,449 50,468
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（単位：百万円）

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 1,245 1,892

短期借入金 2,685 1,942

未払費用 3,671 3,709

未払法人税等 158 1,862

役員賞与引当金 38 154

その他 2,337 1,994

流動負債合計 10,135 11,555

固定負債   

長期借入金 1,629 2,099

退職給付引当金 2,280 2,398

役員退職慰労引当金 227 251

その他 1,170 329

固定負債合計 5,307 5,078

負債合計 15,443 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 15,614 15,527

自己株式 △3,059 △2,815

株主資本合計 32,224 32,382

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61 574

為替換算調整勘定 53 117

評価・換算差額等合計 115 692

少数株主持分 665 759

純資産合計 33,006 33,834

負債純資産合計 48,449 50,468
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 23,244

売上原価 13,554

売上総利益 9,690

販売費及び一般管理費 9,480

営業利益 209

営業外収益  

受取利息 12

受取配当金 56

不動産賃貸料 80

その他 144

営業外収益合計 294

営業外費用  

支払利息 34

敷金契約解約損 22

その他 23

営業外費用合計 81

経常利益 422

特別利益  

投資有価証券売却益 595

その他 0

特別利益合計 596

特別損失  

固定資産除売却損 32

その他 4

特別損失合計 36

税金等調整前四半期純利益 982

法人税、住民税及び事業税 394

法人税等調整額 109

法人税等合計 503

少数株主損失（△） △70

四半期純利益 549
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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 982

減価償却費 1,735

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △116

退職給付引当金の増減額（△は減少） △117

受取利息及び受取配当金 △69

支払利息 34

固定資産除売却損益（△は益） 32

投資有価証券売却損益（△は益） △595

売上債権の増減額（△は増加） 2,243

たな卸資産の増減額（△は増加） △23

仕入債務の増減額（△は減少） △643

未払費用の増減額（△は減少） △35

未払消費税等の増減額（△は減少） △297

その他 △584

小計 2,545

利息及び配当金の受取額 68

利息の支払額 △35

法人税等の支払額 △2,008

営業活動によるキャッシュ・フロー 570

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 △1,191

投資有価証券の取得による支出 △100

投資有価証券の売却による収入 601

その他 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △678

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） 648

長期借入金の返済による支出 △375

リース債務の返済による支出 △346

自己株式の取得による支出 △244

配当金の支払額 △463

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 △803

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △938

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 4,407
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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）

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
20,012 2,403 828 23,244 － 23,244

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 201 12 213 (213) －

計 20,012 2,604 840 23,457 (213) 23,244

営業利益（△は損失） 72 39 39 150 59 209

　（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）

　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、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(百万円)

Ⅰ　売上高  23,753

Ⅱ　売上原価  13,424

売上総利益  10,329

Ⅲ　販売費及び一般管理費  8,887

営業利益  1,442

Ⅳ　営業外収益   

１　受取利息 12  

２　受取配当金 78  

３　不動産賃貸収入 84  

４　作業くず等売却収入 25  

５　その他 62 263

Ⅴ　営業外費用   

１　支払利息 34  

２　敷金契約解約損 31  

３　賃貸資産減価償却費 11  

４　為替差損 0  

５　その他 10 87

経常利益  1,617

Ⅵ　特別利益   

１　貸倒引当金戻入益 7  

２　固定資産売却益 25  

３　投資有価証券売却益 19 52

Ⅶ　特別損失   

　　固定資産売廃却損 36 36

税金等調整前中間純利益  1,634

法人税、住民税
及び事業税

220  

法人税等調整額 499 720

少数株主利益  10

中間純利益  903
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（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(百万円)

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

 

１　税金等調整前中間純利益 1,634

２　減価償却費 1,382

３　役員賞与引当金の増減額
(減少：△)

△61

４　退職給付引当金の増減額
(減少：△)

1

５　受取利息及び受取配当金 △90

６　支払利息 34

７　売上債権の増減額
(増加：△)

3,091

８  たな卸資産の増減額
(増加：△)

△189

９　仕入債務の増減額
(減少：△)

△615

10　未払費用の増減額
(減少：△)

△415

11　未払消費税等の増減額
(減少：△)

△261

12　その他 △206

小計 4,304

13　利息及び配当金の受取額 89

14　利息の支払額 △35

15　法人税等の支払額 △2,111

営業活動による
キャッシュ・フロー

2,246

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

 

１　定期預金の純増減額
(増加：△)

1

２　有形・無形固定資産の
取得による支出

△1,360

３　有形・無形固定資産の
売却による収入

27

４　投資有価証券の取得に
よる支出

△7

５　投資有価証券の売却に
よる収入

38

６　少数株主からの子会社株式
の取得による支出

△146

７　貸付金の純増減額
(増加：△)

11

８　その他 △7

投資活動による
キャッシュ・フロー

△1,442
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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(百万円)

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

 

１　短期借入金の純増減額
(減少：△)

△55

２　長期借入金の返済による
支出

△526

３　少数株主への株式の発行に
よる収入

408

４　自己株式の取得による支出 △502

５　自己株式の売却による収入 0

６　配当金の支払額 △373

７　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

△1,064

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

39

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額(減少：△)

△221

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
中間期末残高

4,759
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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)

 

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

20,307 2,416 1,029 23,753 ― 23,753

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 180 15 195 (195) ―

計 20,307 2,597 1,044 23,949 (195) 23,753

営業費用 18,932 2,633 991 22,557 (246) 22,311

営業利益(損失：△) 1,374 △36 53 1,391 50 1,442

　（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)

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、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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