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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,482 △19.1 69 △64.2 107 △33.8 △419 △555.7

20年3月期第2四半期 1,832 △6.3 193 △20.0 161 △28.4 91 △29.4

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 △92.25 ―

20年3月期第2四半期 18.90 ―

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 8,676 7,783 89.7 1,767.31
20年3月期 9,437 8,424 89.3 1,809.37

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,783百万円 20年3月期  8,424百万円

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 ― ― ― 14.00 14.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 7.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 3,000 △17.6 95 △65.0 179 △23.4 △391 △421.0 △84.20

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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【定性性・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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【定性性・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  5,000,000株 20年3月期  5,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  596,028株 20年3月期  344,228株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  4,542,743株 20年3月期第2四半期  4,864,624株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、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、
上記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添付資料の２ページを参照して下さい。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、新興国での経済成長が継続する一方、米国大手証券会社の経営破

綻など世界的な金融不安、株価・為替の変動、諸物価の高騰などの影響により、日本や米国・欧州等で経済成長が

鈍化し、世界経済の減速感が一層強まりました。 

 スクリーン印刷業界におきましても、景気後退による市場の停滞と同業他社との価格競争の激化など、依然とし

て厳しい状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社は、積極的な受注活動及び生産体制の増強等を展開し、売上の拡大、収益力の向上

に取り組んでまいりましたが、当社主要顧客のＰＤＰ事業からの撤退・電子部品業界の売上低迷等の影響により、

製品売上高は７億15百万円、商品売上は43百万円、売上高合計は７億59百万円となりました。利益面におきまして

は、売上減少の影響や投資有価証券の減損処理の影響により、営業利益68百万円、経常利益39百万円、四半期純損

失４億57百万円となりました。  

  

２．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２四半期会計期間末の総資産は、前第１四半期会計期間末に比べて、流動資産が１億５百万円減少し、固定

資産が６億62百万円減少した結果、７億67百万円減少して86億76百万円となりました。純資産は、６億27百万円減

少し77億83百万円となり、その結果自己資本比率は0.6％増加し89.7％となりました。  

②キャッシュ・フローの状況   

 当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期会計期間末に比べ

て１億53百万円（20.0％）増加し、９億20百万円となりました。 

また、当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間における営業活動の結果、税引前四半期純損失４億83百万円となりましたが、主な非資金

項目として、投資有価証券評価損５億23百万円、減価償却費99百万円がありました。この結果、営業活動によるキ

ャッシュ・フローは、１億39百万円となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間において、投資活動の結果得られた資金は、１億24百万円となりました。これは主に、定

期預金の払戻による収入１億85百万円、有価証券の償還による収入１億17百万円、投資有価証券の取得による支出

２億９百万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） 

 当第２四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は、１億28百万円となりました。これは主に、自

己株式取得による支出１億19百万円、配当金の支払8百万円によるものであります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

業績予想に関しましては、平成20年10月20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）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

 営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前事業年度末において帳簿価額を処分見込価額ま

で切り下げているものについては、前事業年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前事業年度末にお

ける貸借対照表価額を基礎として計上する方法によっております。 

  



③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、事業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。  

④繰延税金資産の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業年度において使用した将来の業績予測を利用する方法によってお

ります。  

  

（２）四半期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 

 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 966,045 960,170

受取手形及び売掛金 748,726 801,813

有価証券 4,538 110,855

商品 8,792 10,842

原材料 123,742 114,396

仕掛品 86,418 101,126

貯蔵品 33,106 26,300

その他 80,813 96,986

貸倒引当金 △1,123 △1,191

流動資産合計 2,051,061 2,221,300

固定資産   

有形固定資産   

建物   

建物（純額） 1,191,648 1,220,614

土地 1,586,056 1,586,056

その他   

その他（純額） 866,821 956,193

有形固定資産合計 3,644,526 3,762,863

無形固定資産 26,117 33,467

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 1,050,000

投資有価証券 1,493,195 1,940,543

その他 461,662 428,931

投資その他の資産合計 2,954,857 3,419,474

固定資産合計 6,625,500 7,215,806

資産合計 8,676,561 9,437,107

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 347,282 408,349

未払法人税等 4,922 2,646

引当金 51,000 66,384

その他 138,502 185,582

流動負債合計 541,708 662,961

固定負債   

退職給付引当金 32,439 36,147

役員退職慰労引当金 319,233 313,983

固定負債合計 351,672 350,131

負債合計 893,380 1,013,092



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 925,750 925,750

資本剰余金 1,405,550 1,405,550

利益剰余金 5,987,295 6,471,552

自己株式 △426,783 △295,400

株主資本合計 7,891,812 8,507,451

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △108,630 △83,436

評価・換算差額等合計 △108,630 △83,436

純資産合計 7,783,181 8,424,015

負債純資産合計 8,676,561 9,437,107



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 1,482,299

売上原価 1,111,755

売上総利益 370,543

販売費及び一般管理費 301,185

営業利益 69,358

営業外収益  

有価証券利息 34,502

その他 10,551

営業外収益合計 45,054

営業外費用  

為替差損 5,060

複合金融商品評価損 1,700

その他 388

営業外費用合計 7,148

経常利益 107,263

特別利益  

固定資産売却益 132

投資有価証券売却益 195

特別利益合計 330

特別損失  

投資有価証券評価損 523,642

特別損失合計 523,668

税引前四半期純損失（△） △416,074

法人税、住民税及び事業税 2,970

法人税等調整額 31

法人税等合計 3,001

四半期純損失（△） △419,075



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純損失（△） △416,074

減価償却費 196,981

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,384

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,708

受取利息及び受取配当金 △43,473

為替差損益（△は益） 5,060

有形固定資産売却損益（△は益） △135

複合金融商品評価損益(△は益） 1,700

投資有価証券評価損益（△は益） 523,642

売上債権の増減額（△は増加） 53,087

たな卸資産の増減額（△は増加） 606

仕入債務の増減額（△は減少） △61,066

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,274

その他の資産の増減額（△は増加） 8,993

その他の負債の増減額（△は減少） △19,676

その他 △5,637

小計 220,891

利息及び配当金の受取額 48,425

法人税等の支払額 △1,214

営業活動によるキャッシュ・フロー 268,102

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 185,096

有形固定資産の取得による支出 △89,830

有形固定資産の売却による収入 342

投資有価証券の取得による支出 △257,403

投資有価証券の償還による収入 126,774

投資有価証券の売却による収入 100,455

その他 △7,147

投資活動によるキャッシュ・フロー 58,286

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 △131,771

配当金の支払額 △65,005

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,776

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 124,642

現金及び現金同等物の期首残高 795,941

現金及び現金同等物の四半期末残高 920,583



 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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。 



  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（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       1,832,287  100.0

Ⅱ 売上原価       1,307,262  71.3

売上総利益       525,024  28.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費       331,429  18.1

営業利益       193,594  10.6

Ⅳ 営業外収益       44,968  2.4

Ⅴ 営業外費用       76,572  4.2

経常利益       161,991  8.8

Ⅵ 特別利益      － －

Ⅶ 特別損失       1,689  0.1

税引前中間純利益       160,301  8.7

法人税、住民税及び事業
税  67,748           

法人税等調整額  597  68,345  3.7

中間純利益       91,955  5.0

        



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間会計期間

（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      

税引前中間純利益  160,301

減価償却費   230,254

賞与引当金の増減額 △7,992

役員賞与引当金の増減額 △21,802

役員退職慰労引当金の増
減額  5,341

退職給付引当金の増減額  1,396

貸倒引当金の増減額  1,074

受取利息及び受取配当金 △35,177

投資有価証券運用益 △4,916

複合金融商品評価損  75,650

自己株式買取費用  711

為替差損益  362

有形固定資産除却損  1,689

売上債権の増減額  288,181

たな卸資産の増減額 △53,802

仕入債務の増減額 △211,312

未払消費税等の増減額 △33,894

その他資産の増減額 △30,244

その他負債の増減額  663

その他  93

小計  366,577

利息及び配当金の受取額  34,921

法人税等の支払額 △78,074

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  323,424



  

  
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー      

定期預金の預入による支
出 

△250,002

有価証券の償還による収
入  693,865

有形固定資産の取得によ
る支出 

△172,262

無形固定資産の取得によ
る支出 

△158

投資有価証券の償還によ
る収入  7,425

投資有価証券の解約によ
る収入  52,495

投資有価証券の取得によ
る支出 

△394,372

その他 △6,839

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△69,847

Ⅲ 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 

△69,510

配当金の支払額 △68,229

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△137,740

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△1,127

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額  114,709

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  638,188

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 752,897
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