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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 2,058 ― △168 ― △162 ― △142 ―

20年3月期第2四半期 2,020 1.4 54 △43.3 48 △49.4 △334 ―

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 △29.54 ―

20年3月期第2四半期 △69.18 ―

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 4,971 3,736 75.2 772.13
20年3月期 5,142 3,928 76.4 811.57

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,732百万円 20年3月期  3,928百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

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 4,300 8.0 △70 ― △70 ― 50 ― 10.33

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  無  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。】  

(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 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  5,160,000株 20年3月期  5,160,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  320,310株 20年3月期  319,429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  4,839,984株 20年3月期第2四半期  4,830,477株

※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22日に公表しました業績予想は、本資料において修正しております。業績予想の具体的修正内容は、本日別途開示する「業績予想の修正に関する
お知らせ」をご覧下さい。 
  ２．本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性
があります。 
  ３．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。  
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、エネルギー・原材料価格高の影響や輸出の増勢鈍化が続
いていることなどから、停滞しているものと思われ、先行きについても、海外経済の減速が明確化するも
とで、停滞が続くものと思われます。 
 今後の経済については、一時に比しエネルギー・原材料価格は落ち着きを見せつつあるものの、一方で
金融不安を背景に見通しを巡る不確実性はより増大しているものと思われます。 
 ビジネスフォーム業界におきましても、総需要量の停滞、原油価格の高騰に伴う原材料価格の上昇等、
極めて厳しい経営環境にありました。  
 このような状況下において、従来より取り組んでおりました首都圏への営業強化の効果もあり、当社の
当第２四半期累計期間の業績は、売上高が2,058百万円となりましたが、竣工した千葉県佐倉市の情報セ
ンターへの生産設備の大規模な移設を行ったため、移設期間中の機械の停止等により、 生産能力、生産
効率の低下を招き、社外での生産で対処したためのコスト増加となり経常損失162百万円となりました。 
  
  

  

 
（1）財政状態の変動状況 
  当第２四半期末における流動資産は前事業年度末と比べ95百万円減少し、1,971百万円となりました。
これは主に借入金返済及び情報センターの追加工事や移転費用による現金及び預金の減少によるもので
す。固定資産は前事業年度末より75百万円減少し、3,000百万円となりました。これは主に土地の売却に
よるものです。  
 流動負債、固定負債は前事業年度末と比べ大きな変化ありません。  
 純資産の部は前事業年度末と比べ191百万円減少し、3,736百万円となりました。これは主に利益剰余金
の減少によるものです。 
 
（2）キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により166百万円、投資活動により27
百万円、財務活動により119百万円を要した結果、前事業年度末より314百万円減少し、754百万円となり
ました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは税引前四半期純損失216百万円、減価償却費99百万円、売上債権
の増加額51百万円等が大きな収支要因となり、166百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシ
ュ・フローは有形固定資産の取得による支出199百万円、有形固定資産の売却による収入156百万円等が大
きな要因で、27百円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純減少額62
百万円と配当金の支払による支払額47百万円を主たる要因として、119百万円の支出となりました。  
  

  

  
通期の業績予想につきましては、売上高は概ね当初の予想を上回るものと思われます。一方、営業利益及

び経常利益につきましては、千葉県佐倉市の新情報センターへの生産設備の大規模な集約化に伴う移設期間
中の生産能力・生産効率の低下及び外注化によるコストの増加が平成20年５月22日公表の当初予想を大きく
上回り、下期においては生産体制の整備によるコスト削減が見込まれるものの、原材料価格上昇の影響もあ
り、当初予想を下回る見込みです。当期純利益につきましても大阪工場の売却益を見込んではおりますが、
当初予想を下回る見込みです。以上により、通期の業績予想につきましては、売上高4,300百万円、営業損
失70百万円、経常損失70百万円、当期純利益50百万円としております。 
  
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①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。 
②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号)を当第２四半期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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、
経常損失及び税引前四半期純損失が 19,401千円増加しております。 
③リース取引に関する会計基準の適用 
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30
日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平
成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期会計期間か
ら早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上して
おります。また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして
算定する方法によっております。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナン
ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しておりま
す。なお、この変更による損益への影響はありません。 

  

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

（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
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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 964,547 1,278,800 

受取手形及び売掛金 658,441 606,617 

有価証券 29,996 25,296 

商品及び製品 60,025 35,186 

仕掛品 18,458 12,129 

原材料及び貯蔵品 37,791 44,433 

その他 203,482 65,166 

貸倒引当金 △1,394 △1,171 

流動資産合計 1,971,348 2,066,459 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 775,635 236,015 

土地 799,872 890,872 

その他（純額） 627,652 1,099,541 

有形固定資産合計 2,203,160 2,226,429 

無形固定資産 20,740 18,597 

投資その他の資産 

保険積立金 454,707 457,756 

その他 333,010 390,620 

貸倒引当金 △10,995 △17,181 

投資その他の資産合計 776,723 831,195 

固定資産合計 3,000,624 3,076,222 

資産合計 4,971,972 5,142,682 

負債の部 

流動負債 

買掛金 197,223 180,850 

短期借入金 325,200 387,200 

未払法人税等 7,503 － 

賞与引当金 46,408 43,433 

その他 217,856 162,588 

流動負債合計 794,192 774,072 

固定負債 

長期借入金 26,400 36,000 

退職給付引当金 48,809 44,670 

役員退職慰労引当金 361,396 355,163 

その他 4,300 4,300 

固定負債合計 440,905 440,133 

負債合計 1,235,098 1,214,205 
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（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 1,226,650 1,226,650 

資本剰余金 1,172,655 1,172,655 

利益剰余金 1,414,983 1,606,381 

自己株式 △79,948 △79,747 

株主資本合計 3,734,340 3,925,938 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,533 2,537 

評価・換算差額等合計 2,533 2,537 

純資産合計 3,736,873 3,928,476 

負債純資産合計 4,971,972 5,142,682 
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(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 2,058,058 

売上原価 1,736,502 

売上総利益 321,556 

販売費及び一般管理費 489,813 

営業利益 △168,257 

営業外収益 

受取利息 1,943 

受取配当金 1,100 

保険解約益 4,669 

その他 3,368 

営業外収益合計 11,081 

営業外費用 

支払利息 3,039 

その他 1,846 

営業外費用合計 4,885 

経常利益 △162,061 

特別利益 

固定資産売却益 3,960 

貸倒引当金戻入益 1,920 

特別利益合計 5,880 

特別損失 

固定資産売却損 5,698 

固定資産除却損 31,786 

工場移転関連損失 8,421 

会員権評価損 7,775 

投資有価証券評価損 6,840 

特別損失合計 60,521 

税引前四半期純利益 △216,702 

法人税、住民税及び事業税 3,103 

法人税等調整額 △76,814 

法人税等合計 △73,710 

四半期純利益 △142,991 
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 944,926 

売上原価 828,228 

売上総利益 116,698 

販売費及び一般管理費 245,296 

営業利益 △128,598 

営業外収益 

受取利息 1,021 

受取配当金 235 

事故弁償金 880 

その他 1,581 

営業外収益合計 3,718 

営業外費用 

支払利息 1,601 

その他 1,115 

営業外費用合計 2,716 

経常利益 △127,596 

特別利益 

固定資産売却益 327 

貸倒引当金戻入益 272 

特別利益合計 599 

特別損失 

固定資産売却損 5,698 

固定資産除却損 8,486 

工場移転関連損失 5,239 

会員権評価損 7,775 

投資有価証券評価損 6,840 

特別損失合計 34,039 

税引前四半期純利益 △161,035 

法人税、住民税及び事業税 507 

法人税等調整額 △57,233 

法人税等合計 △56,725 

四半期純利益 △104,309 
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(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（△） △216,702 

減価償却費 99,869 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,963 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,974 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,139 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,233 

受取利息及び受取配当金 △3,044 

支払利息 3,039 

有形固定資産売却損益（△は益） 1,419 

無形固定資産売却損益（△は益） 318 

有形固定資産除却損 31,786 

会員権評価損 7,775 

投資有価証券評価損益（△は益） 6,840 

保険解約損益（△は益） △4,387 

売上債権の増減額（△は増加） △51,823 

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,525 

仕入債務の増減額（△は減少） 16,373 

その他 △60,179 

小計 △185,858 

利息及び配当金の受取額 3,038 

利息の支払額 △3,261 

法人税等の支払額 △4,214 

法人税等の還付額 23,718 

営業活動によるキャッシュ・フロー △166,578 

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 5,902 

有形固定資産の取得による支出 △199,279 

有形固定資産の売却による収入 156,626 

無形固定資産の取得による支出 △477 

無形固定資産の売却による収入 143 

投資有価証券の取得による支出 △7,090 

保険積立金の積立による支出 △10,844 

保険積立金の払戻による収入 18,280 

その他 8,853 

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,884 

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） △62,000 

長期借入金の返済による支出 △9,600 

自己株式の取得による支出 △200 

配当金の支払額 △47,988 

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,789 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △314,252 

現金及び現金同等物の期首残高 1,068,800 

現金及び現金同等物の四半期末残高 754,547 
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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。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 
  

 

当第２四半期累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期累計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 重要な後発事象

第２四半期会計期間

（自 平成20年７月１日

  至 平成20年９月30日）

平成20年10月30日に締結された合意書により、当社大阪工場の土

地、建物の不動産売買契約（平成20年３月25日に締結）における所有

権移転時期等が明確となりました。

当該不動産売買取引の内容は以下のとおりであり、当第３四半期会

計期間に売却益約247,000千円の計上を見込んでおります。

１  譲渡する相手会社の名称 ：関西食品工業株式会社
２  譲渡資産の種類 ：土地、建物
３  譲渡前の使途 ：大阪工場
４  譲渡価額 ：650,000千円（消費税抜き）

6 生産受注販売の状況

(1) 生産実績

事業部門 生産高(千円)

ビジネスフォーム事業 1,085,963

情報処理事業 567,585

合計 1,653,549

(2) 受注実績

事業部門 受注高(千円) 受注残高(千円)

ビジネスフォーム事業 1,062,656 181,464

情報処理事業 567,585 ―

合計 1,630,242 181,464
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当第２四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績

事業部門 販売高(千円)

ビジネスフォーム事業 1,490,473

情報処理事業 567,585

合計 2,058,058
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「参考資料」

 前年同四半期に係る財務諸表

 (1)（要約）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)

科  目 金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,020,587

Ⅱ 売上原価 1,485,407

   売上総利益 535,180

Ⅲ 販売費及び一般管理費 481,103

   営業利益 54,077

Ⅳ 営業外収益 6,830

Ⅴ 営業外費用 12,893

   経常利益 48,014

Ⅵ 特別利益 1,021

Ⅶ 特別損失 356,953

   税引前四半期(当期)純利益 △307,916

   法人税、住民税及び事業税 24,974

   法人税等調整額 1,281

   四半期(当期)純利益 △334,172
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 (2)（要約）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

   税引前四半期(当期)純利益 △307,916

   減価償却費 69,757

   貸倒引当金の増加額 △590

   賞与引当金の増加額 5,091

   退職給付引当金の増加額 436

   役員退職慰労引当金の増加額 348,173

   受取利息及び受取配当金 △3,899

   支払利息 2,219

   有形固定資産売却益 △831

   有形固定資産除却損 693

   保険解約損 9,864

   売上債権の減少額 75,164

   たな卸資産の増加額 △16,824

   仕入債務の減少額 △79,682

   未払消費税等の減少額 △2,885

   その他 △451

    小計 98,319

   利息及び配当金の受取額 3,803

   利息の支払額 △2,123

   法人税等の支払額 △5,862

  営業活動によるキャッシュ・フロー 94,137

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 △55

   有形固定資産の取得による支出 △91,520

   有形固定資産の売却による収入 1,969

   無形固定資産の取得による支出 △5,690

   投資有価証券の取得による支出 △1,188

   保険積立金の増加による支出 △55,089

   保険積立金の減少による収入 48,516

   その他 △77

  投資活動によるキャッシュ・フロー △103,134

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 80,000

   長期借入金の返済による支出 △9,600

   自己株式売却による収入 1,590

   配当金の支払額 △48,123

  財務活動によるキャッシュ・フロー 23,866

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 14,869

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,277,696

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 1,292,565

カワセコンピュータサプライ㈱（7851）平成21年３月期第２四半期決算短信（非連結）

-12-




