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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,654 △7.0 257 △0.9 256 0.0 149 10.9
20年3月期 1,779 0.4 259 △17.2 256 △16.6 135 △19.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 69.94 ― 8.9 10.5 15.5
20年3月期 63.08 ― 8.5 10.1 14.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 2,418 1,733 71.7 808.91
20年3月期 2,453 1,628 66.4 760.05

（参考） 自己資本   21年3月期  1,733百万円 20年3月期  1,628百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 412 △78 △177 591
20年3月期 137 △66 △90 435

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 30 22.2 1.9
21年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 30 20.0 1.8

22年3月期 
（予想）

― 7.00 ― 7.00 14.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
 当社は、平成21年4月1日において連結子会社である株式会社ウィルワンカードを吸収合併しており、連結財務諸表非作成会社となりますので、連結業
績予想は記載しておりません。 
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 2,143,000株 20年3月期 2,143,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,463 5.8 238 △5.8 243 △4.3 139 △15.6

20年3月期 1,382 0.7 253 △16.2 255 △15.3 165 △0.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 65.09 ―

20年3月期 77.08 ―

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 2,431 1,752 72.1 817.86
20年3月期 2,352 1,658 70.5 773.85

（参考） 自己資本 21年3月期  1,752百万円 20年3月期  1,658百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結
果となる可能性があります。 
 なお、上記の予想に関連する事項については３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご参照ください。 

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

第2四半期 
累計期間

750 2.2 117 △3.3 115 △5.5 57 △21.1 26.60

通期 1,603 9.6 250 4.7 245 0.4 135 △2.9 63.18
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(1）経営成績に関する分析 

 当期の経営成績 

   当連結会計年度におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を端緒とする世界的な金融市場の混乱、企業業

 績の悪化による設備投資の減少、雇用環境の悪化並びに所得の低迷に起因する個人消費の落ち込み等により、景気

 の先行きは一段と厳しさを増しております。 

   このような状況下において当社グループ（当社及び連結子会社）は総力を挙げてお客様のニーズに合った製品作

 りに注力するとともに、原価管理体制を強化し、販売価格の競争力を高めるよう努めてまいりました。さらに、印

 刷関連の販売代理店はもとより、印刷関連以外のＩＴベンダーやシステムインテグラー等カードに係わる新規販売

 代理店の開拓に営業活動を推進いたしました。しかしながら、印刷業界におきましてはＩＴ技術の進展による印刷

 需要の減少や景気減速に伴う広告費の抑制などにより競争が激化し、受注単価の下落が続いており、経営環境は厳

 しい状況で推移いたしました。 

  これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高が1,654,372千円と124,798千円（前年同期比7.0%減）の減収と

  なり、営業利益でも257,061千円と2,370千円（前年同期比0.9%減）の減益となりましたが、経常利益では256,393 

  千円と63千円（前年同期比0.0%増）、当期純利益では149,876千円と14,690千円（前年同期比10.9%増）の増益とな

  りました。 

  

 次期の見通し  

   今後のわが国経済は、世界的な経済不況の影響を受け、企業業績の悪化に伴う設備投資の減少、雇用環境の悪化

 などが想定され、先行き予断を許さない状況で推移していくものと思われます。 

  このような状況のもと、当社は子会社である株式会社ウィルワンカードを平成21年4月1日に吸収合併し、経営資

  源の集中及び効率化を図りコスト削減に努めてまいります。  

  当社の次期の業績といたしましては、売上高1,603百万円、営業利益250百万円、経常利益245百万円、当期純利 

 益135百万円を予想しております。  

  

(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

   当連結会計年度末の流動資産は、受取手形及び売掛金が64,141千円、たな卸資産が41,323千円減少しました 

  が、現金及び預金が156,590千円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べて50,067千円増加し1,137,149

  千円となりました。固定資産は、建物及び構築物が40,575千円、のれんが31,887千円減少したこと等により、 

    85,180千円減少し1,281,550千円となりました。この結果、資産は前連結会計年度末に比べて35,113千円減少し 

    2,418,700千円となりました。 

   当連結会計年度末の流動負債は、未払法人税等が81,620千円増加しましたが、支払手形及び買掛金が45,541  

  千円、工場閉鎖損失引当金が26,500千円、1年内返済予定の長期借入金が23,616千円減少したこと等により、前 

  連結会計年度末に比べて33,299千円減少し419,062千円となりました。固定負債は、長期借入金が118,728千円減

  少したこと等により106,517千円減少し266,152千円となりました。この結果、負債は前連結会計年度末に比べて

  139,817千円減少し685,214千円となりました。 

  当連結会計年度末の純資産は、当期純利益を149,876千円確保できたこと等により、前連結会計年度末に比べ 

 て104,703千円増加し1,733,485千円となりました。 

  

  ②キャッシュ・フローの状況 

    当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が 

   253,055千円確保でき、当連結会計年度末には591,704千円となりました。 

     また、当連結会計年度中における各キャッシュ・フロー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） 

      当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は、412,734千円（前年同期比199.7%増）となりまし 

     た。これは主に、役員退職慰労金の支払と法人税等の支払が減少したためであります。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      当連結会計年度において、投資活動による資金の減少は、78,643千円（前年同期比18.0%増）となりまし 

     た。これは主に、保険積立金の解約による収入が減少したためであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

      当連結会計年度において、財務活動による資金の減少は、177,500千円（前年同期比96.5%増）となりまし 

     た。これは主に、長期借入金による収入が無くなったためであります。 

   

１．経営成績
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   キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   ・自己資本比率：自己資本/総資産 

   ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産   

   ・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

   ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い   

   （注1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   （注2）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

   （注3）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお 

      ります。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大と、安定的な経営基盤の確保を重要な経営目標と

位置付けております。 

     従って、株主に対する配当につきましては、中長期的な事業計画に基づき、再投資のための内部資金の確保と安

   定的な配当を念頭におきながら、財政状態、利益水準及び配当性向等を総合的に勘案して検討することとしており

   ます。 

    以上の方針に基づき当期末配当は、1株につき14円(内、中間配当7円を含む)といたしました。 

    なお、内部留保資金につきましては、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、より強固な財務体質を

   確立するために有効投資してまいりたいと考えております。 

    第42期の中間配当についての取締役会決議は平成20年10月30日に行っております。 

    また、次期の配当予想につきましては、1株当たり中間配当金7円、期末配当金7円の年間14円の配当を予想して

   おります。 

  

(4）事業等のリスク 

    当社グループの経営成績、株価及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあり

   ます。 

 ①会社がとっている特異な経営方針によるリスク 

  当社グループの主要製品は、製造方法について特許権等を有していないため、新規参入が予想され、その場合業

 績に影響を及ぼす可能性があります。 

   ②販売方法のリスク 

    当社グループは、代理店制度を採用しているため、大口案件でカード製造メーカーと競合になった場合、代理店

   の販売価格によっては受注できないことが想定され、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

   ③取引先の信用リスク 

    当社グループは、現在6,197社の販売代理店を保有しております。全ての販売代理店の業績等を調査することが 

   出来ないため、販売代金を回収する前に販売代理店が信用不安に陥った場合には、業績に影響を及ぼす可能性があ

   ります。 

 ④業績予測に対するリスク 

    当社グループは、販売代理店の発注により受注生産を行っており、受注から納品まで非常に短期間であります。

   そのため、半年、一年先の業績予測が行いにくくなっており、業績予測を修正しなければならない可能性がありま

   す。 

  

  

  

   平成19年3月期  平成20年3月期  平成21年3月期 

 自己資本比率       58.8%  66.4%  71.7%

 時価ベースの自己資本比率       61.2%  41.0%  30.6%

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率       1.9年  3.1年  0.7年

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ      23.4倍  11.2倍  45.7倍

カーディナル株式会社　（７８５５）　平成21年3月期決算短信

4



 当社グループは、当社（カーディナル株式会社）と連結子会社1社（株式会社ウィルワンカード（平成21年4月1日付 

で吸収合併しております））により構成されております。 

 当社は、あらゆるカード類の製造を主たる事業としており、全国の販売代理店の発注により受注生産を行っておりま

す。営業部門は、カードの販売代理店確保に重点を置き、現在では国内に4,698社の販売代理店があります。製造部門 

は、小ロット多品種生産を得意とし、原材料及び仕様の違う全てのカード製造に対応しております。 

  連結子会社として株式会社ウィルワンカードがあり、カードの販売業を営んでおります。 

   

 事業系統図 

  以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

  平成20年3月期中間決算短信（平成19年11月21日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示 

 を省略いたします。 

  当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ）  

    http://www.cardinal.co.jp  

  

(2）目標とする経営指標 

  平成19年3月期決算短信（平成19年5月23日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

 いたします。 

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ）  

    http://www.cardinal.co.jp   

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  平成20年3月期中間決算短信（平成19年11月21日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示 

 を省略いたします。 

  当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ）  

    http://www.cardinal.co.jp   

  

(4）会社の対処すべき課題 

  平成19年3月期決算短信（平成19年5月23日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

 いたします。 

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ）  

    http://www.cardinal.co.jp  

  

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 435,113 591,704

受取手形及び売掛金 487,147 423,006

たな卸資産 140,287 －

商品及び製品 － 30

仕掛品 － 37,523

原材料及び貯蔵品 － 61,411

繰延税金資産 13,993 18,430

その他 13,153 8,880

貸倒引当金 △2,612 △3,835

流動資産合計 1,087,082 1,137,149

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,073,788 1,057,927

減価償却累計額 △598,446 △623,160

建物及び構築物（純額） ※2  475,342 ※2  434,766

機械装置及び運搬具 774,490 788,833

減価償却累計額 △548,236 △573,464

機械装置及び運搬具（純額） 226,253 215,368

土地 ※2,3  292,208 ※2,3  292,208

その他 166,368 157,740

減価償却累計額 △139,486 △137,628

その他（純額） 26,881 20,112

有形固定資産合計 1,020,685 962,456

無形固定資産   

のれん 103,634 71,746

その他 3,143 7,765

無形固定資産合計 106,777 79,511

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  171,385 171,500

長期貸付金 9,240 3,960

繰延税金資産 34,769 41,135

保険積立金 8,027 14,824

その他 21,457 9,491

貸倒引当金 △5,611 △1,330

投資その他の資産合計 239,267 239,581

固定資産合計 1,366,730 1,281,550

資産合計 2,453,813 2,418,700
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 211,642 166,101

短期借入金 ※2  25,000 ※2  20,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2  125,656 ※2  102,040

未払法人税等 1,207 82,827

賞与引当金 17,367 16,175

工場閉鎖損失引当金 26,500 －

その他 44,988 31,917

流動負債合計 452,361 419,062

固定負債   

長期借入金 ※2  278,759 ※2  160,031

再評価に係る繰延税金負債 ※3  3,161 ※3  3,161

退職給付引当金 41,461 47,119

役員退職慰労引当金 49,288 55,840

固定負債合計 372,669 266,152

負債合計 825,031 685,214

純資産の部   

株主資本   

資本金 323,200 323,200

資本剰余金 100,600 100,600

利益剰余金 1,376,637 1,496,512

株主資本合計 1,800,437 1,920,312

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,873 △13,298

土地再評価差額金 ※3  △173,528 ※3  △173,528

評価・換算差額等合計 △171,655 △186,827

純資産合計 1,628,782 1,733,485

負債純資産合計 2,453,813 2,418,700
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,779,170 1,654,372

売上原価 ※2  1,135,825 ※2  1,043,561

売上総利益 643,345 610,810

販売費及び一般管理費 ※1  383,913 ※1  353,749

営業利益 259,431 257,061

営業外収益   

受取利息 934 307

受取配当金 2,544 1,834

受取賃貸料 2,859 2,627

雑収入 2,359 4,994

営業外収益合計 8,697 9,764

営業外費用   

支払利息 11,675 9,394

雑損失 122 1,037

営業外費用合計 11,798 10,432

経常利益 256,330 256,393

特別利益   

保険解約益 23,992 －

貸倒引当金戻入額 1,370 87

投資有価証券売却益 － 7,474

固定資産売却益 － ※3  214

特別利益合計 25,362 7,776

特別損失   

固定資産除却損 ※4  1,092 ※4  1,868

たな卸資産処分損 5,329 －

投資有価証券評価損 － 1,610

ゴルフ会員権評価損 － 7,634

工場閉鎖損失引当金繰入額 26,500 －

特別損失合計 32,921 11,114

税金等調整前当期純利益 248,771 253,055

法人税、住民税及び事業税 64,142 112,723

法人税等調整額 49,442 △9,544

法人税等合計 113,585 103,179

当期純利益 135,186 149,876
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 323,200 323,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 323,200 323,200

資本剰余金   

前期末残高 100,600 100,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 100,600 100,600

利益剰余金   

前期末残高 1,277,882 1,376,637

当期変動額   

剰余金の配当 △36,431 △30,002

当期純利益 135,186 149,876

当期変動額合計 98,755 119,874

当期末残高 1,376,637 1,496,512

株主資本合計   

前期末残高 1,701,682 1,800,437

当期変動額   

剰余金の配当 △36,431 △30,002

当期純利益 135,186 149,876

当期変動額合計 98,755 119,874

当期末残高 1,800,437 1,920,312

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 13,672 1,873

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,799 △15,171

当期変動額合計 △11,799 △15,171

当期末残高 1,873 △13,298

土地再評価差額金   

前期末残高 △173,528 △173,528

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △173,528 △173,528
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △159,855 △171,655

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,799 △15,171

当期変動額合計 △11,799 △15,171

当期末残高 △171,655 △186,827

純資産合計   

前期末残高 1,541,826 1,628,782

当期変動額   

剰余金の配当 △36,431 △30,002

当期純利益 135,186 149,876

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,799 △15,171

当期変動額合計 86,955 104,702

当期末残高 1,628,782 1,733,485
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 248,771 253,055

減価償却費 103,689 105,153

のれん償却額 31,887 31,887

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,084 5,658

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,208 6,552

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,987 △3,057

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,257 △1,192

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,400 －

工場閉鎖損失引当金の増加額 26,500 －

受取利息及び受取配当金 △3,479 △2,142

支払利息 11,675 9,394

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,610

ゴルフ会員権評価損 － 7,634

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,474

保険解約損益（△は益） △23,992 －

固定資産除却損 1,084 1,868

有形固定資産売却損益（△は益） － △214

売上債権の増減額（△は増加） 58,010 67,496

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,238 41,323

仕入債務の増減額（△は減少） △27,868 △46,440

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,954 471

その他の資産・負債の増減額 △5,395 △22,688

小計 419,080 448,897

利息及び配当金の受取額 1,515 1,519

利息の支払額 △12,321 △9,039

役員退職慰労金の支払額 △132,833 －

法人税等の支払額 △137,737 △28,643

営業活動によるキャッシュ・フロー 137,703 412,734
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △101,150 △27,991

有形固定資産の取得による支出 △120,585 △74,580

ソフトウエアの取得による支出 △330 △7,287

有形固定資産の売却による収入 － 17,801

投資有価証券の売却による収入 － 17,930

貸付けによる支出 △400 △5,000

貸付金の回収による収入 9,060 7,280

ゴルフ会員権の取得による支出 △11,634 －

保険積立金の積立による支出 △5,646 △6,990

保険積立金の解約による収入 164,013 193

その他 2 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,672 △78,643

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 25,000 －

短期借入金の返済による支出 △20,000 △5,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △158,977 △142,344

配当金の支払額 △36,358 △30,156

財務活動によるキャッシュ・フロー △90,335 △177,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,304 156,590

現金及び現金同等物の期首残高 454,418 435,113

現金及び現金同等物の期末残高 435,113 591,704
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 １社 

株式会社ウィルワンカード 

(1）連結子会社の数 １社 

株式会社ウィルワンカード 

  (2）非連結子会社の数 １社 

日本カード印刷株式会社 

（2）     ───── 

                

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は小規模であり、総資

産、売上高、当期純利益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の非連結子会社及び持分法

適用の関連会社はありません。 

(1)            同  左 

  (2）持分法を適用していない非連結子会社

（日本カード印刷株式会社）は、当期純

利益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法

の適用から除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適用範囲

から除外しております。 

(2）          ───── 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は連結決算日と同一

であります。 

 同  左 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

 子会社株式 

総平均法による原価法 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

同  左  

  

   その他有価証券 

  時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価

  法（評価差額は全部純資産直入法に

  より処理し、売却原価は総平均法に

  より算定） 

  

  

    

    時価のないもの 

総平均法による原価法 

  

     

  ②たな卸資産 

 商品・原材料 

先入先出法による低価法 

②たな卸資産 

 先入先出法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿

   仕掛品 

先入先出法による低価法 

価切下げの方法） 

  

   貯蔵品 

先入先出法による低価法 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く） 

     同  左 

  

   （会計方針の変更）  

 法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度より、平成19年4月1日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。  

 なお、この変更により営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

  

          ────── 

   （追加情報）  

 法人税法の改正に伴い、平成19年3月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の5%に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の5%相当額と備忘価額との差額を5

年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。  

 なお、この変更により営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

  

          ────── 

  ②少額減価償却資産 

取得価額が100千円以上200千円未満の

資産については、法人税法の規定に基づ

き、３年間で均等償却しております。 

②少額減価償却資産（リース資産を除 

 く） 

    同  左  

  ③無形固定資産 

定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５ 

年）に基づいております。 

③無形固定資産（リース資産を除く） 

    同  左 

  

    

    ────── 

④リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引のうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前の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

計処理によっております。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

    同  左 

  ②賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに充てるため、

支給見込額基準により計上しておりま 

す。 

②賞与引当金 

       同  左 

  ③工場閉鎖損失引当金 

 連結子会社の工場閉鎖に伴う損失に備

えるため、当該損失見込額を計上してお

ります。 

③  

     ────── 

  ④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務（連

結会計年度末自己都合退職金要支給額。

ただし、当社は中小企業退職金共済制度

による積立金を除く。）に基づき、当連

結会計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。 

④退職給付引当金 

       同  左 

  ⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職による退職慰労金の支払い

に充てるため、内規に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

     同  左  

  (4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。 

(4）    ──────    

  (5）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理について 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

(5）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理について 

      同  左  

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

        同  左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんの償却については、５年間の均等

償却を行っております。 

        同  左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資としております。 

        同  左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（リース取引に関する会計基準） 

  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、当連結会計年度より「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））

 を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理 

 によっております。 

  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、引き続き 

 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し 

 ております。この変更による損益への影響はありませ  

 ん。  

───── 

  

  

  

  

  

  

  

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従 

 来、先入先出法による低価法によっておりましたが、当 

 連結会計年度より「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、先入先出法による原価法（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。 

  なお、この変更による損益への影響はありません。 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ───── 

  

  

  

  

  

  

   

  

（連結貸借対照表） 

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 

 等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内 

 閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年 

 度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの 

 は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」 

 「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、 

 前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び 

 製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 

  38千円、59,571千円、80,677千円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。 

 １          ────── 

投資有価証券（株式） 10,000千円      

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物及び構築物 260,016千円

土地 95,249千円

計 355,265千円

建物及び構築物       242,112千円

土地       95,249千円

計       337,362千円

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 5,000千円

１年以内返済予定の長期借

入金 
53,856千円

長期借入金 152,467千円

計 211,323千円

根抵当権の極度額 480,000千円

短期借入金     5,000千円

１年以内返済予定の長期借

入金 
      42,596千円

長期借入金       103,191千円

計       150,787千円

根抵当権の極度額       480,000千円

※３ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成13年６月29日公布法

律第94号）に基づき事業用土地の再評価を行い、差

額のうち、法人税その他の利益に関連する金額を課

税標準とする税金に相当する金額を再評価に係る繰

延税金負債として負債の部に計上、当該繰延税金負

債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産

の部に計上しております。なお、繰延税金資産は計

上しておりません。 

再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行っ

て算定しております。 

再評価を行った年月日  平成14年３月31日 

再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額‥‥△9,475千円 

※３ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成13年６月29日公布法

律第94号）に基づき事業用土地の再評価を行い、差

額のうち、法人税その他の利益に関連する金額を課

税標準とする税金に相当する金額を再評価に係る繰

延税金負債として負債の部に計上、当該繰延税金負

債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産

の部に計上しております。なお、繰延税金資産は計

上しておりません。 

再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行っ

て算定しております。 

再評価を行った年月日  平成14年３月31日 

再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額‥‥△9,475千円 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

役員報酬 49,703千円

給料手当 109,249千円

支払手数料 33,083千円

のれん償却額 31,887千円

賞与引当金繰入額 10,128千円

退職給付引当金繰入額 3,812千円

役員退職慰労引当金繰入額 17,208千円

役員報酬       53,102千円

給料手当        95,912千円

支払手数料       34,740千円

のれん償却額       31,887千円

賞与引当金繰入額       7,081千円

退職給付引当金繰入額      1,680千円

役員退職慰労引当金繰入額       6,552千円

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額 

当期製造費用に含まれる研究

開発費 
4,012千円

当期製造費用に含まれる研究

開発費 
     3,936千円

※３        ────── ※３ 固定資産売却益は、機械装置214千円であります。 

※４ 固定資産除却損は、構築物96千円、機械装置307千

円、工具器具備品688千円であります。 

※４ 固定資産除却損は、機械装置257千円、工具器具備

品1,467千円、車輌運搬具75千円、ソフトウェア68

千円であります。 

カーディナル株式会社　（７８５５）　平成21年3月期決算短信

19



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 平成19年６月27日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

普通株式の配当に関する事項 

（イ）配当金の総額      21,430千円 

（ロ）１株当たり配当額       10円 

（ハ）基準日      平成19年３月31日 

（ニ）効力発生日    平成19年６月28日 

 平成19年11月21日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 

普通株式の配当に関する事項 

（イ）配当金の総額      15,001千円 

（ロ）１株当たり配当額        7円 

（ハ）基準日      平成19年９月30日 

（ニ）効力発生日    平成19年12月６日 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 平20年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議予定であります。 

普通株式の配当に関する事項 

（イ）配当金の総額      15,001千円 

（ロ）配当の原資       利益剰余金 

（ハ）１株当たり配当額        7円 

（ニ）基準日      平成20年３月31日 

（ホ）効力発生日    平成20年６月27日 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式数                        

普通株式  2,143  ―  ―  2,143

合計  2,143  ―  ―  2,143
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 平成20年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

普通株式の配当に関する事項 

（イ）配当金の総額        15,001千円 

（ロ）１株当たり配当額        7円 

（ハ）基準日      平成20年３月31日 

（ニ）効力発生日    平成20年６月27日 

 平成20年10月30日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 

普通株式の配当に関する事項 

（イ）配当金の総額      15,001千円 

（ロ）１株当たり配当額        7円 

（ハ）基準日      平成20年９月30日 

（ニ）効力発生日    平成20年12月５日 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 平21年６月25日の定時株主総会において、次のとおり決議予定であります。 

普通株式の配当に関する事項 

（イ）配当金の総額      15,001千円 

（ロ）配当の原資       利益剰余金 

（ハ）１株当たり配当額        7円 

（ニ）基準日      平成21年３月31日 

（ホ）効力発生日    平成21年６月26日 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式数                        

普通株式  2,143  －  －  2,143

合計  2,143  －  －  2,143
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月

１日  至 平成21年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるカード事業の割合

がいずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月

１日  至 平成21年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月

１日  至 平成21年３月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定 435,113

現金及び現金同等物 435,113

  （千円）

現金及び預金勘定 591,704

現金及び現金同等物 591,704

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

カーディナル株式会社　（７８５５）　平成21年3月期決算短信

22



 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

    リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプショ

   ン等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略して

   おります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 760円05銭

１株当たり当期純利益金額 63円08銭

１株当たり純資産額    808円91銭

１株当たり当期純利益金額   69円94銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益（千円）   135,186  149,876

普通株主に帰属しない金額（千円）   －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  135,186  149,876

普通株式の期中平均株式数（株）  2,143,000  2,143,000

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

                    ───── 連結子会社との合併 

 当社は、平成21年4月1日付で、連結子会社である株式

会社ウィルワンカードを吸収合併いたしました。 

 なお、吸収合併に伴う企業結合に関する事項の概要

は、以下のとおりであります。  

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

  カーディナル株式会社（各種カード製造業） 

  株式会社ウィルワンカード（各種カード販売業） 

(2) 企業結合の法的形式 

  カーディナル株式会社を吸収合併承継会社、株式会 

  社ウィルワンカードを吸収合併消滅会社とする吸収 

  合併 

(3) 結合後企業の名称 

  カーディナル株式会社 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

  経営資源の集中及び効率化を図るためであります。 

(5) 会計処理の概要 

  「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平 

  成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業 

  分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準 

  適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日公表 

  分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を 

  行います。 

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 369,665 487,785

受取手形 ※2  173,519 ※2  191,515

売掛金 ※2  197,972 176,882

商品 38 －

商品及び製品 － 30

仕掛品 54,536 37,523

原材料 46,630 －

貯蔵品 10,256 －

原材料及び貯蔵品 － 54,596

前払費用 8,492 5,529

繰延税金資産 13,869 18,720

短期貸付金 － 3,000

その他 50 76

貸倒引当金 △2,043 △3,973

流動資産合計 872,989 971,685

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,035,300 1,035,115

減価償却累計額 △581,590 △609,298

建物（純額） ※1  453,710 ※1  425,817

構築物 23,005 22,811

減価償却累計額 △12,506 △13,862

構築物（純額） ※1  10,499 ※1  8,948

機械及び装置 712,605 764,609

減価償却累計額 △505,767 △553,118

機械及び装置（純額） 206,837 211,490

車両運搬具 24,286 24,223

減価償却累計額 △21,756 △20,345

車両運搬具（純額） 2,529 3,877

工具、器具及び備品 153,530 157,740

減価償却累計額 △131,872 △137,628

工具、器具及び備品（純額） 21,658 20,112

土地 ※1,4  292,208 ※1,4  292,208

有形固定資産合計 987,443 962,456

無形固定資産   

電話加入権 960 960

ソフトウエア 1,990 6,696

無形固定資産合計 2,951 7,657
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 161,385 171,500

関係会社株式 260,000 250,000

役員長期貸付金 4,620 1,980

従業員長期貸付金 4,620 1,980

破産更生債権等 5,369 1,288

繰延税金資産 34,769 41,135

保険積立金 8,027 14,824

差入保証金 3,425 3,427

会員権 12,410 4,776

貸倒引当金 △5,419 △1,330

投資その他の資産合計 489,207 489,581

固定資産合計 1,479,602 1,459,695

資産合計 2,352,592 2,431,381

負債の部   

流動負債   

支払手形 109,721 129,572

買掛金 59,614 32,426

短期借入金 ※1  20,000 ※1  20,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  109,000 ※1  102,040

未払金 9,786 9,619

未払費用 1,838 1,868

未払法人税等 982 82,345

未払消費税等 5,067 13,049

預り金 5,387 5,577

前受収益 380 －

賞与引当金 16,000 15,500

その他 1,605 1,195

流動負債合計 339,383 413,194

固定負債   

長期借入金 ※1  262,071 ※1  160,031

再評価に係る繰延税金負債 3,161 3,161

退職給付引当金 40,333 46,486

役員退職慰労引当金 49,288 55,840

固定負債合計 354,854 265,519

負債合計 694,238 678,713
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 323,200 323,200

資本剰余金   

資本準備金 100,600 100,600

資本剰余金合計 100,600 100,600

利益剰余金   

利益準備金 38,000 38,000

その他利益剰余金   

別途積立金 1,185,000 1,305,000

繰越利益剰余金 183,209 172,694

利益剰余金合計 1,406,209 1,515,694

株主資本合計 1,830,009 1,939,494

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,873 △13,298

土地再評価差額金 △173,528 △173,528

評価・換算差額等合計 △171,655 △186,827

純資産合計 1,658,353 1,752,667

負債純資産合計 2,352,592 2,431,381
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,382,364 1,463,049

売上原価   

商品期首たな卸高 147 38

当期製品製造原価 ※2  840,802 ※2  938,495

当期商品仕入高 6,450 6,969

合計 847,400 945,503

商品期末たな卸高 38 30

商品売上原価 847,361 945,473

売上総利益 535,003 517,576

販売費及び一般管理費 ※1  281,336 ※1  278,695

営業利益 253,667 238,881

営業外収益   

受取利息 920 299

受取配当金 2,544 1,834

受取賃貸料 ※5  5,145 ※5  4,913

業務受託手数料 ※5  2,285 ※5  2,285

その他 1,277 4,685

営業外収益合計 12,173 14,018

営業外費用   

支払利息 10,694 8,830

雑損失 122 83

営業外費用合計 10,816 8,914

経常利益 255,024 243,985

特別利益   

保険解約益 23,992 －

貸倒引当金戻入額 694 －

固定資産売却益 － ※3  214

関係会社株式売却益 － 7,474

特別利益合計 24,687 7,688

特別損失   

固定資産除却損 ※4  959 ※4  506

投資有価証券評価損 － 1,610

ゴルフ会員権評価損 － 7,634

特別損失合計 959 9,752

税引前当期純利益 278,752 241,922

法人税、住民税及び事業税 63,692 112,393

法人税等調整額 49,879 △9,958

法人税等合計 113,572 102,435

当期純利益 165,179 139,486
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 323,200 323,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 323,200 323,200

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 100,600 100,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 100,600 100,600

資本剰余金合計   

前期末残高 100,600 100,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 100,600 100,600

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 38,000 38,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 38,000 38,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,065,000 1,185,000

当期変動額   

別途積立金の積立 120,000 120,000

当期変動額合計 120,000 120,000

当期末残高 1,185,000 1,305,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 174,460 183,209

当期変動額   

剰余金の配当 △36,431 △30,002

別途積立金の積立 △120,000 △120,000

当期純利益 165,179 139,486

当期変動額合計 8,748 △10,515

当期末残高 183,209 172,694

利益剰余金合計   

前期末残高 1,277,460 1,406,209

当期変動額   

剰余金の配当 △36,431 △30,002

別途積立金の積立 － －

当期純利益 165,179 139,486

当期変動額合計 128,748 109,484

当期末残高 1,406,209 1,515,694
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 1,701,260 1,830,009

当期変動額   

剰余金の配当 △36,431 △30,002

当期純利益 165,179 139,486

当期変動額合計 128,748 109,484

当期末残高 1,830,009 1,939,494

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 13,672 1,873

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,799 △15,171

当期変動額合計 △11,799 △15,171

当期末残高 1,873 △13,298

土地再評価差額金   

前期末残高 △173,528 △173,528

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △173,528 △173,528

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △159,855 △171,655

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,799 △15,171

当期変動額合計 △11,799 △15,171

当期末残高 △171,655 △186,827

純資産合計   

前期末残高 1,541,405 1,658,353

当期変動額   

剰余金の配当 △36,431 △30,002

当期純利益 165,179 139,486

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,799 △15,171

当期変動額合計 116,948 94,313

当期末残高 1,658,353 1,752,667
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

総平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同  左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は総平均法により算

定） 

(2）その他有価証券 

同  左 

  時価のないもの 

 総平均法による原価法 

  

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品・原材料 

先入先出法による低価法 

 先入先出法による原価法（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

  (2）仕掛品 

先入先出法による低価法 

下げの方法） 

  

  (3）貯蔵品 

先入先出法による低価法 

   

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

 なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同  左 

  （会計方針の変更）  

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ 

り、平成19年4月1日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しております。 

なお、この変更により営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益に与える影響は軽

微であります。 

           ────── 

  （追加情報）  

法人税法の改正に伴い、平成19年3月31 

日以前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の5%に到達した事業年度の

翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備

忘価額との差額を5年間にわたり均等償却 

し、減価償却費に含めて計上しておりす。

なお、この変更により営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益に与える影響は軽

微であります。  

           ────── 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (2）少額減価償却資産 

 取得価額が100千円以上200千円未満の

資産については、法人税法の規定に基づ

き、３年間で均等償却しております。 

(2）少額減価償却資産（リース資産を除 

  く） 

同    左 

  (3）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(3）無形固定資産（リース資産を除く） 

同  左 

  ────── (4) リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取

引のうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前の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

計処理によっております。 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1）貸倒引当金 

同  左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに充てるため支

給見込額基準により計上しております。

(2）賞与引当金 

同  左 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務（事業年

度末自己都合退職金要支給額。ただし、

中小企業退職金共済制度による積立金を

除く。）に基づき計上しております。 

(3）退職給付引当金 

同  左 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職による退職慰労金の支払い

に充てるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同  左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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によっておりま

す。 

             ──────

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理について 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理について 

同  左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 （リース取引に関する会計基準） 

  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、当事業年度より「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））を適

 用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ 

 っております。 

  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、引き続き 

 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し 

 ております。この変更による損益への影響はありませ  

 ん。  

───── 

  

  

  

  

  

  

  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従 

 来、先入先出法による低価法によっておりましたが、当 

 事業年度より「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、先入先出法による原価法（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。 

  なお、この変更による損益への影響はありません。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 250,705千円

構築物 9,310千円

土地 95,249千円

計 355,265千円

建物       234,079千円

構築物      8,033千円

土地       95,249千円

計       337,362千円

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 5,000千円

１年以内返済予定の長期借

入金 
47,196千円

長期借入金 145,787千円

保証債務 13,340千円

計 211,323千円

根抵当権の極度額 480,000千円

短期借入金      5,000千円

１年以内返済予定の長期借

入金 
      42,596千円

長期借入金       103,191千円

計       150,787千円

根抵当権の極度額       480,000千円

※２ 関係会社に対する債権 ※２ 関係会社に対する債権 

受取手形 3,062千円

売掛金 16,496千円

受取手形      67,519千円

 

 ３ 偶発債務 

 次の関係会社等について、金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

 ３ 

                   ────── 

保証先 金額 内容

㈱ウィルワンカード 38,344千円 借入債務

  

※４「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公

布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」（平成13年６月29日公布法律

第94号）に基づき事業用土地の再評価を行い、差額

のうち、法人税その他の利益に関連する金額を課税

標準とする税金に相当する金額を再評価に係る繰延

税金負債として負債の部に計上し、当該繰延税金負

債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産

の部に計上しております。 

 なお、繰延税金資産は計上しておりません。 

再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行っ

て算定しております。 

再評価を行った年月日  平成14年３月31日 

再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額‥‥△9,475千円 

※４「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公

布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」（平成13年６月29日公布法律

第94号）に基づき事業用土地の再評価を行い、差額

のうち、法人税その他の利益に関連する金額を課税

標準とする税金に相当する金額を再評価に係る繰延

税金負債として負債の部に計上し、当該繰延税金負

債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産

の部に計上しております。 

 なお、繰延税金資産は計上しておりません。 

再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行っ

て算定しております。 

再評価を行った年月日  平成14年３月31日 

再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額‥‥△9,475千円 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は52％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は48％であり

ます。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は51％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は49％であり

ます。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 49,703千円

給料手当 74,997千円

賞与引当金繰入額 5,312千円

退職給付引当金繰入額 2,684千円

役員退職慰労引当金繰入額 17,208千円

福利厚生費 14,594千円

支払手数料 30,145千円

減価償却費 6,927千円

運賃 21,579千円

役員報酬       53,102千円

給料手当       73,423千円

賞与引当金繰入額      4,479千円

退職給付引当金繰入額      1,680千円

役員退職慰労引当金繰入額       6,552千円

福利厚生費       14,947千円

支払手数料       32,677千円

減価償却費      7,562千円

運賃       23,514千円

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額 

当期製造費用に含まれる研究

開発費 
4,012千円

当期製造費用に含まれる研究

開発費 
     3,936千円

           ────── ※３ 固定資産売却益は、機械装置214千円であります。 

※４ 固定資産除却損は、構築物96千円、機械装置307千

円、工具器具備品555千円であります。 

※４ 固定資産除却損は、機械装置257千円、車輌運搬具

75千円、工具器具備品173千円であります。 

※５ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※５ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

関係会社よりの受取賃貸料 2,285千円

関係会社よりの業務受託手数料 2,285千円

関係会社よりの受取賃貸料     2,285千円

関係会社よりの業務受託手数料     2,285千円
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

                    ───── 連結子会社との合併 

 当社は、平成21年4月1日付で、連結子会社である株式

会社ウィルワンカードを吸収合併いたしました。 

 なお、吸収合併に伴う企業結合に関する事項の概要

は、以下のとおりであります。  

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

  カーディナル株式会社（各種カード製造業） 

  株式会社ウィルワンカード（各種カード販売業） 

(2) 企業結合の法的形式 

  カーディナル株式会社を吸収合併承継会社、株式会 

  社ウィルワンカードを吸収合併消滅会社とする吸収 

  合併 

(3) 結合後企業の名称 

  カーディナル株式会社 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

  経営資源の集中及び効率化を図るためであります。 

(5) 会計処理の概要 

  「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平 

  成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業 

  分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準 

  適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日公表 

  分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を 

  行います。  
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