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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） 

 

(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 3,227 ― △85 ― △77 ― 27 ―

20年3月期第3四半期 3,068 2.4 67 △61.5 67 △61.4 △328 ―

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 5.67 ―

20年3月期第3四半期 △68.05 ―

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 4,986 3,893 78.1 804.49
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3四半期  3,893百万円 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  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 4,100 3.0 △175 ― △165 ― △51 ― △10.54

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、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  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3四半期  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3四半期  4,839,690株 20年3月期第3四半期  4,831,229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11月14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「特別損失の計上及び業績予
想（非連結）の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
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、実際の業績は今後さまざま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３四半期累計期間におけるわが国経済は、前半はエネルギー・原材料価格高の影響や輸出の増勢鈍
化が続いたことなどから停滞しておりました。後半は米国に端を発した金融不安を受け、年末にかけて加
速度的に減速し、企業収益の大幅悪化による設備投資の調整や、企業業績不振による雇用環境の暗転が消
費者マインドを萎縮させ個人消費が縮小するなど、負の連鎖が続きました。 
 ビジネスフォーム業界におきましても、景気減速による総需要量の停滞、受注競争の激化、ＩＴ化の進
展に伴う紙媒体の減少等により、総じ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３四半期累計期間の業績は、売上高が3,227百万円となりましたが、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77百万円となりました。  
  
  

  

 
（1）財政状態の変動状況 
  当第３四半期末における流動資産は前事業年度末と比べ367百万円増加し、2,434百万円となりました。
これは主に大阪工場売却による現金及び預金の増加によるものです。固定資産は前事業年度末より523百
万円減少し、2,552百万円となりました。これは主に土地の売却によるものです。  
 流動負債は、前事業年度末比で114百万円減少し、659百万円となりました。これは主に短期借入金の返
済によるものであります。固定負債及び純資産の部は前事業年度末と比べ大きな変化ありません。  
  
（2）キャッシュ・フローの状況 
 当第３四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147百万円、投資活動により431
百万円の収入、財務活動により160百万円の支出となった結果、前事業年度末より418百万円増加し、
1,487百万円となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは税引前四半期純利益93百万円、減価償却費168百万円、有形固定
資産売却益240百万円等が大きな収支要因となり、147百万円の収入となりました。投資活動によるキャッ
シュ・フローは有形固定資産の売却による収入726百万円、有形固定資産の取得による支出293百万円等が
大きな要因で、431百万円の収入となりました。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98百万円と配当金の支払による支払額48百万円を主たる要因として、160百万円の支出となりまし
た。  
  

  

  
通期の業績予想につきましては、売上高は現下の厳しい受注環境を受け、平成20年11月14日公表の予想

（以下、「前回予想」といいます）を２億円程度下回るものと思われます。営業利益、経常利益及び当期純
利益につきましては、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に伴う機械の停止等による
生産能力・生産効率の低下、生産の外注化によるコストの増加が前回予想を大きく上回り、第４四半期にお
ける生産体制の整備による生産効率の向上も見込んではおりますが、前回予想数値には至らないと判断いた
しました。以上により、通期につきましては、売上高4,100百万円、営業損失175百万円、経常損失165百万
円、当期純損失51百万円を見込んでおります。 
  
  

・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

2

カワセコンピュータサプライ㈱（7851）平成21年３月期第３四半期決算短信



  

（棚卸資産の評価方法） 

  当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前第２四半期会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  また、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格を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

  

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１四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、
経常損失が17,381千円増加し、税引前四半期純利益が同額減少しております。 
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

3

カワセコンピュータサプライ㈱（7851）平成21年３月期第３四半期決算短信



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 1,697,324 1,278,800

受取手形及び売掛金 530,584 606,617

有価証券 26,454 25,296

商品及び製品 30,564 35,186

仕掛品 23,421 12,129

原材料及び貯蔵品 48,812 44,433

その他 78,245 65,166

貸倒引当金 △1,127 △1,171

流動資産合計 2,434,281 2,066,459

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 626,595 236,015

土地 544,332 890,872

その他（純額） 603,452 1,099,541

有形固定資産合計 1,774,380 2,226,429

無形固定資産 28,244 18,597

投資その他の資産   

保険積立金 453,959 457,756

その他 309,847 390,620

貸倒引当金 △13,770 △17,181

投資その他の資産合計 750,036 831,195

固定資産合計 2,552,661 3,076,222

資産合計 4,986,943 5,142,682
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（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   

買掛金 211,671 180,850

短期借入金 288,800 387,200

未払法人税等 30,033 －

賞与引当金 22,148 43,433

その他 107,254 162,588

流動負債合計 659,909 774,072

固定負債   

長期借入金 22,000 36,000

退職給付引当金 46,863 44,670

役員退職慰労引当金 364,400 355,163

その他 300 4,300

固定負債合計 433,564 440,133

負債合計 1,093,473 1,214,205

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 1,585,398 1,606,381

自己株式 △79,948 △79,747

株主資本合計 3,904,754 3,925,938

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,284 2,537

評価・換算差額等合計 △11,284 2,537

純資産合計 3,893,469 3,928,476

負債純資産合計 4,986,943 5,142,682
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(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 3,227,902

売上原価 2,564,606

売上総利益 663,296

販売費及び一般管理費 748,333

営業損失（△） △85,036

営業外収益  

受取利息 2,617

受取配当金 1,818

保険解約返戻金 4,673

その他 6,055

営業外収益合計 15,165

営業外費用  

支払利息 4,523

その他 2,956

営業外費用合計 7,479

経常損失（△） △77,351

特別利益  

固定資産売却益 245,883

貸倒引当金戻入額 44

その他 2,425

特別利益合計 248,353

特別損失  

固定資産売却損 5,698

固定資産除却損 31,936

工場移転関連損失 8,421

会員権評価損 8,460

投資有価証券評価損 22,179

貸倒引当金繰入額 855

特別損失合計 77,550

税引前四半期純利益 93,451

法人税、住民税及び事業税 35,410

法人税等調整額 30,618

法人税等合計 66,028

四半期純利益 27,422
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【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 1,169,844

売上原価 828,104

売上総利益 341,740

販売費及び一般管理費 258,742

営業利益 82,997

営業外収益  

受取利息 673

受取配当金 718

受取賃貸料 1,777

その他 1,048

営業外収益合計 4,218

営業外費用  

支払利息 1,484

支払補償費 608

その他 636

営業外費用合計 2,729

経常利益 84,486

特別利益  

固定資産売却益 241,923

貸倒引当金戻入額 267

その他 2,425

特別利益合計 244,615

特別損失  

固定資産除却損 149

会員権評価損 685

投資有価証券評価損 15,338

貸倒引当金繰入額 2,775

特別損失合計 18,948

税引前四半期純利益 310,153

法人税、住民税及び事業税 32,306

法人税等調整額 107,432

法人税等合計 139,739

四半期純利益 170,414
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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 93,451

減価償却費 168,529

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,455

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,284

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,193

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,237

受取利息及び受取配当金 △4,435

支払利息 4,523

有形固定資産売却損益（△は益） △240,504

無形固定資産売却損益（△は益） 318

有形固定資産除却損 31,936

会員権評価損 8,460

投資有価証券評価損益（△は益） 22,179

保険解約損益（△は益） △4,258

売上債権の増減額（△は増加） 76,032

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,050

仕入債務の増減額（△は減少） 30,820

その他 △24,748

小計 137,946

利息及び配当金の受取額 4,055

利息の支払額 △4,359

法人税等の支払額 △13,661

法人税等の還付額 23,803

営業活動によるキャッシュ・フロー 147,784

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 △293,718

有形固定資産の売却による収入 726,190

無形固定資産の取得による支出 △12,998

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 △7,491

保険積立金の積立による支出 △15,823

保険積立金の払戻による収入 23,878

会員権の取得による支出 △4,100

その他 9,409

投資活動によるキャッシュ・フロー 431,393

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） △98,000

長期借入金の返済による支出 △14,400

自己株式の取得による支出 △200

配当金の支払額 △48,051

財務活動によるキャッシュ・フロー △160,652

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） 418,524

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 1,487,324
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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 
  

該当事項なし 
  
  

当第３四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３四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。 

  

当第３四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。 

(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

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 1,563,914

情報処理事業 1,059,115

合計 2,623,029

(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 1,457,229 73,660

情報処理事業 1,059,115 ―

合計 2,516,344 73,660

(3) 販売実績

事業部門 販売高(千円)

ビジネスフォーム事業 2,168,787

情報処理事業 1,059,115

合計 3,227,902
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「参考資料」

 前年同四半期に係る財務諸表

 (1)（要約）四半期損益計算書

前第３四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

科  目 金額（千円）

Ⅰ 売上高 3,068,991

Ⅱ 売上原価 2,278,664

   売上総利益 790,327

Ⅲ 販売費及び一般管理費 722,639

   営業利益 67,688

Ⅳ 営業外収益 13,729

Ⅴ 営業外費用 14,404

   経常利益 67,013

Ⅵ 特別利益 881

Ⅶ 特別損失 356953

   税引前四半期(当期)純利益 △289,058

   法人税、住民税及び事業税 13,729

   法人税等調整額 14,490

   四半期(当期)純利益 △328,767
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 (2)（要約）四半期キャッシュ・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12月31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)純損失 △289,058

   減価償却費 108,758

   貸倒引当金の減少額 △379

   賞与引当金の減少額 △20,846

   退職給付引当金の増加額 3,849

   役員退職慰労引当金の増加額 351,359

   受取利息及び受取配当金 △5,825

   支払利息 3,493

   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

   売上債権の増加額 △32,054

   たな卸資産の増加額 △20,644

   仕入債務の減少額 △18,511

   未払消費税等の減少額 △4,243

   その他 △3,660

    小計 81,268

   利息及び配当金の受取額 3,115

   利息の支払額 △3,307

   法人税等の支払額 △33,712

  営業活動によるキャッシュ・フロー 49,364

Ⅱ 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 △441,738

   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 △1,677

   保険積立金の増加による支出 △59,724

   保険積立金の減少による収入 48,516

   その他 △36

  投資活動によるキャッシュ・フロー △485,379

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 △30,000

   長期借入金の返済による支出 △16,400

   自己株式の売却による収入 1,590

   自己株式の取得による支出 △78

   配当金の支払額 △48,150

  財務活動によるキャッシュ・フロー △93,039

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △502,054

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 775,641
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