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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

（注）平成20年３月期第３四半期においては連結財務諸表を作成しており、個別業績の開示を行っていないため、20年３月期第３四半期の経営成績（累計）については記
載しておりません。  

(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3四半期 2,331 ― 41 ― 35 ― 59 ―

20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 9.92 ―

20年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 3,320 1,849 55.7 308.26
20年3月期 3,455 1,897 54.9 316.27

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,849百万円 20年3月期  1,897百万円

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年3月期 ― 9.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 9.00 18.00

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  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 3,100 △3.1 80 △20.1 80 △16.3 100 323.1 16.67

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  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・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、３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) 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3四半期  6,000,000株 20年3月期  6,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  60株 20年3月期  60株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  5,999,940株 20年3月期第3四半期  5,999,975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．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異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２ページ【定性 
  的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．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。  



 当第３四半期累計期間は、精密紙加工技術及びIT利用技術を駆使した製品の開発・販売、製造原価低減のための生

産体制の改革等に注力してまいりました。 

  

 計測事業は、海外を中心としたIT利用技術を駆使した販売戦略の徹底や新市場開拓等に取り組んでいますが、世界

的な景気減速の影響もあり、予想の水準を下回りました。   

 情報事業は、受注価格の低価格化や競争の激化など厳しい事業環境ではありますが、コスト削減活動と大口不採算

JOBの選別受注活動に取り組みました。その結果、不採算JOBの売上分は減少したものの、採算面では効率的な大手顧

客開拓を進めることが出来ました。 

 自動認識その他事業では、高品質・低価格のFAラベル事業の本格的立上げに向け注力してまいりました。業績への

本格的な寄与は来期以降を予定しています。 

  

この結果、当第３四半期累計期間の経営成績は、売上高は2,331百万円、営業利益は41百万円、経常利益は35百万

円、また、当第３四半期において固定資産の売却による特別利益27百万円を計上した結果、四半期純利益は59百万円

となりました。  

  

当四半期末における総資産は、前期末（平成20年３月31日）に比べ135百万円減少し3,320百万円となりました。そ

の主な要因は、売上債権の回収促進等による受取手形及び売掛金の減少136百万円と現金及び預金の増加62百万円、

減価償却が進んだことによる固定資産の減少94百万円等によるものです。 

なお、純資産は1,849百万円となり、自己資本比率は55.7％と前期末から0.8ポイント改善しております。 

（キャッシュフローの状況） 

当四半期末における現金及び現金同等物の残高は329百万円となり、前期末と比較して62百万円の増加となりまし

た。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 は266百万円の収入となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益

61百万円、減価償却費151百万円、売上債権の減少133百万円、賞与引当金の減少41百万円等であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 は57百万円の支出となりました。その主な要因は、省力化投資による固

定資産の取得による支出45百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は146百万円の支出となりました。その主な要因は、配当金の支払106百万

円等であります。 

  

当第３四半期累計期間の業績と足許の受注状況などをもとに、業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月12日

に公開いたしました平成21年３月期の通期業績予想を修正しております。詳細は、本日別途開示の「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照下さい。 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

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 



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、当第３四半期会計期間を含む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．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 

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所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の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日以後開始する事業年度に係る四半期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、当第１四半期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。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始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。 

これによる損益への影響はありません。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 329,582 267,196

受取手形及び売掛金 567,250 703,893

商品及び製品 87,760 123,727

仕掛品 21,198 15,152

原材料 61,191 64,943

その他 120,178 56,610

貸倒引当金 △548 △493

流動資産合計 1,186,613 1,231,029

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,540,178 1,534,803

減価償却累計額 △925,005 △892,793

建物（純額） 615,172 642,009

構築物 115,508 115,508

減価償却累計額 △79,779 △77,671

構築物（純額） 35,728 37,836

機械及び装置 1,828,476 1,813,459

減価償却累計額 △1,601,908 △1,576,849

機械及び装置（純額） 226,568 236,610

車両運搬具 4,435 4,435

減価償却累計額 △4,269 △4,221

車両運搬具（純額） 166 214

工具、器具及び備品 333,938 322,443

減価償却累計額 △272,210 △279,643

工具、器具及び備品（純額） 61,727 42,799

土地 881,366 881,366

有形固定資産合計 1,820,730 1,840,837

無形固定資産   

ソフトウエア 82,697 137,893

その他 16,170 9,736

無形固定資産合計 98,867 147,629

投資その他の資産   

その他 215,896 237,844

貸倒引当金 △1,652 △1,553

投資その他の資産合計 214,243 236,291

固定資産合計 2,133,841 2,224,758

資産合計 3,320,455 3,455,787



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 429,721 407,187

短期借入金 90,000 120,000

関係会社短期借入金 100,439 50,319

未払法人税等 2,409 6,862

賞与引当金 － 41,131

役員賞与引当金 911 6,814

その他 156,805 151,708

流動負債合計 780,286 784,024

固定負債   

長期借入金 80,000 140,000

退職給付引当金 579,555 599,289

その他 31,076 34,888

固定負債合計 690,632 774,177

負債合計 1,470,918 1,558,202

純資産の部   

株主資本   

資本金 376,800 376,800

資本剰余金 195,260 195,260

利益剰余金 1,276,970 1,325,469

自己株式 △29 △29

株主資本合計 1,849,001 1,897,499

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 535 86

評価・換算差額等合計 535 86

純資産合計 1,849,536 1,897,585

負債純資産合計 3,320,455 3,455,787



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,331,261

売上原価 1,478,760

売上総利益 852,500

販売費及び一般管理費 810,914

営業利益 41,585

営業外収益  

受取利息 36

受取配当金 453

受取手数料 1,305

その他 857

営業外収益合計 2,652

営業外費用  

支払利息 3,019

為替差損 4,869

その他 773

営業外費用合計 8,662

経常利益 35,575

特別利益  

固定資産売却益 27,298

特別利益合計 27,298

特別損失  

固定資産処分損 1,838

特別損失合計 1,838

税引前四半期純利益 61,035

法人税、住民税及び事業税 1,534

法人税等合計 1,534

四半期純利益 59,500



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 719,192

売上原価 457,999

売上総利益 261,192

販売費及び一般管理費 270,656

営業損失（△） △9,463

営業外収益  

受取配当金 287

受取手数料 430

その他 74

営業外収益合計 792

営業外費用  

支払利息 973

為替差損 5,884

その他 260

営業外費用合計 7,117

経常損失（△） △15,788

特別利益  

固定資産売却益 27,298

特別利益合計 27,298

特別損失  

固定資産処分損 1,808

特別損失合計 1,808

税引前四半期純利益 9,700

法人税、住民税及び事業税 519

法人税等合計 519

四半期純利益 9,180



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 61,035

減価償却費 151,733

固定資産売却損益（△は益） △27,298

固定資産処分損益（△は益） 1,838

貸倒引当金の増減額（△は減少） 154

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,131

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,902

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,734

受取利息及び受取配当金 △489

支払利息 3,019

売上債権の増減額（△は増加） 133,733

たな卸資産の増減額（△は増加） 33,673

仕入債務の増減額（△は減少） 22,534

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,377

その他 △30,984

小計 270,804

利息及び配当金の受取額 489

利息の支払額 △2,730

法人税等の支払額 △1,987

営業活動によるキャッシュ・フロー 266,575

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 △45,446

有形固定資産の売却による収入 4,100

無形固定資産の取得による支出 △12,015

投資有価証券の取得による支出 △80

その他 △4,289

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,732

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） 50,119

長期借入金の返済による支出 △90,000

配当金の支払額 △106,577

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62,386

現金及び現金同等物の期首残高 267,196

現金及び現金同等物の四半期末残高 329,582



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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 

 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 

当社は前事業年度まで連結財務諸表を作成しており、第１四半期及び第３四半期の個別業績の開示を行なっていな

いため、前四半期に係る財務諸表等は記載しておりません。 
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