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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 46,358 △11.3 1,858 △59.5 2,251 △56.2 △1,478 ―
20年3月期 52,243 △1.0 4,592 22.2 5,144 25.1 △2,224 ―

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 △59.33 ― ― 2.3 4.0
20年3月期 △89.25 ― ― 4.8 8.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △6百万円 20年3月期  67百万円

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 90,463 23,106 11.4 412.61
20年3月期 101,191 25,859 13.3 539.48

（参考） 自己資本   21年3月期  10,281百万円 20年3月期  13,443百万円

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 1,840 △973 △3,913 8,678
20年3月期 4,411 4,934 △7,376 11,722

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 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― 0.00 0.00 ―

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

20,000 △16.2 300 △75.3 250 △83.7 △450 ― △18.06

通期 42,100 △9.2 2,200 18.4 1,900 △15.6 △400 ― △16.05



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、18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、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 24,922,600株 20年3月期 24,922,600株
② 期末自己株式数 21年3月期  5,118株 20年3月期  4,026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 32,880 △12.9 △572 ― △864 ― △2,111 ―
20年3月期 37,742 △1.5 1,903 △24.7 1,550 △28.8 △9,891 ―

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 △84.73 ―
20年3月期 △396.96 ―

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 49,351 1,530 3.1 61.44
20年3月期 54,005 4,012 7.4 161.02

（参考） 自己資本 21年3月期  1,530百万円 20年3月期  4,012百万円

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 
業績予想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、実績の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
なお、業績予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料 ３ページの「経営成績」を参照してください。 

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

12,900 △22.1 △440 ― △470 ― △500 ― △20.07

通期 28,500 △13.3 600 ― 250 ― 50 ― 2.01



(1）経営成績に関する分析 

当期のわが国経済は、米国発の国際的金融市場の混乱、原材料価格の高騰や、急激な円高等による企業収益の悪

化等により景気後退が深刻化しました。 

このような経済情勢のもとで、当社グループは、総力をあげて積極的な営業活動を展開するとともに、事業活動

全般にわたる徹底した効率化、合理化を推進して業績の向上に努めてまいりましたが、印刷業界における受注競争

激化や人材事業においての求人広告市場の急激な縮小の影響等により厳しい状況となりました。 

その結果、連結売上高 百万円（前期比 ％減）連結営業利益 百万円(前期比 ％減)、連結経

常利益 百万円(前期比 ％減)、連結純損益は、投資有価証券評価損等の計上もあり連結当期純損失

百万円（前期純損失 百万円）となりました。 

  

事業別売上状況は、次のとおりであります。  

・印刷関連事業におきましては、引き続き印刷物の需要減少や受注競争の激化による受注単価の下落、原材料価格

の高騰等の影響を受け、また、出版市場が縮小傾向にある中、新刊受注および新規開拓等に努め受注確保に取り組

んでまいりましたが、売上高は270億39百万円（前年同期比6.2％減）となりました。 

・人材関連事業におきましては、景気悪化に伴い急激に求人広告市場が縮小したこと等により、売上高は50億9百

万円（前年同期比38.9％減）となりました。 

・出版関連事業におきましては、上期において出版部門で、好調に推移したこと等により、売上高は31億59百万円

（前年同期比0.7％増）となりました。 

・葬祭関連事業におきましては、葬儀の簡素化や小規模化等、また、過当競争が激しくなるなど依然として厳しい

状態が続いておりますが、上級炉・菓子飲料の販売等に努め、売上高は78億32百万円（前年同期比1.6％減）とな

りました。 

・ゴルフ場関連事業におきましては、海外子会社の売却等もあり、売上高は33億17百万円（前年同期比19.4％減）

となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、世界的な金融危機による景気低迷は今後も続くものと思われます。当社グループ

を取り巻く環境につきましても、依然厳しい状況ではありますが、効率化、合理化に努め、一層のコストダウンを

図り経営強化に努めてまいります。 

また、当社グループ間の連携によりビジネスの拡大を図り、積極的な営業展開を行い、収益力の向上と財務体質

の強化にも努力してまいります。 

現時点における通期の見通しにつきましては、連結売上高 億円、連結営業利益 億円、連結経常利益 億

円、連結当期純損失 億円を見込んでおります。 

１．経営成績

463億58 11.3 18億58 59.5

22億51 56.2 14億78

22億24

421 22 19

4



(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少しております。主な要因

は、「現金及び預金」が 百万円減少したこと、固定資産の「有形固定資産」及び「投資有価証券」が5,851

百万円減少したこと等によるものであります。 

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少しております。主な要因

は、社債及び長短借入金等の減少 百万円によるものであります。 

当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少しております。主な要

因は、当期純損失を 百万円計上したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は ％とな

りました。 

② キャッシュ・フロー状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比

べ 百万円（前年同期比26.0％減）減少し、当連結会計年度末には  百万円となりました。 

（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の結果得られた資金は、 百万円（同58.3％減）となりました。これ

は、税金等調整前当期純損失が 百万円と減益であったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、 百万円となりました。これは、有価証券の取得

による 百万円の支出があったこと等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） 

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、 百万円となりました。これは主に、借入金等

の返済によるものであります。 

  

（参考）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算出しております。 
（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
（注３）キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを利用しております。 

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。 
また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

10,728

3,048

7,975

3,680

2,753

1,478 11.4

3,044 8,678

1,840

190

973

772

3,913

  平成18年３月期 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（％）  8.2  16.2  13.3  11.4

時価ベースの自己資本比

率（％） 
 25.0  15.2  15.5  5.2

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％） 
 26.8  8.3  8.4  18.1

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 1.7  5.7  4.9  2.3



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様への安定的な利益還元を行うことを基本に、企業体質の強化を図り内部留保にも努め、業績

等を勘案した適正な配当を行うことを基本方針としております。 

内部留保資金につきましては、今後も予想される業界の競争激化に備え、企業体質の強化や設備等の有効な投資

に充当する方針であり、そのことが将来的には収益の向上を通して、株主の皆様へのより安定的な利益還元につな

がると考えております。 

しかしながら、当期の配当金につきましては、大幅な減益により、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

また、次期の配当金につきましても現時点では厳しい状況と認識しており、誠に遺憾ながら無配継続とさせていた

だきます。 

(4）事業のリスク 

事業の状況、経理の状況に関する事項のうち投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下の

ものがあります。 

① 価格競争 

当社グループには、競争的な産業があり、競合会社の中には相当の製造販売の資源を有している会社が存在し

ております。このような事から急激な景気後退やそれに伴う需要の縮小による価格競争激化等により、業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

② 法的規制について 

当社グループの葬祭関連事業において、火葬場を運営しているため「墓地、埋葬等に関する法律」により、法

的規制を受けております。今後、新たに法的規制が設けられる場合には、業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

③ 天候による影響 

当社グループのゴルフ場関連事業において、ゴルフ場を運営しており、各地域の繁忙期に予想以上の天候不順

が続いた場合入場者数が減少し、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 為替レートの変動 

当社グループは海外でゴルフ場等を運営しており、各地域における売上、費用、資産等の現地通貨建ての項目

は、連結財務諸表の作成のため円換算されております。換算時のレートにより、元の現地通貨における価値が変

わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。 

⑤ 個人情報について 

個人情報の保有につきましては、プライバシーマークを取得し細心の注意を払っておりますが、万一得意先等

の情報が漏洩したときは、信用を失うこととなり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 減損会計 

当社グループはゴルフ場を運営しております。ゴルフ業界を取り巻く環境は依然厳しく、地価の動向及び対象

となる固定資産の収益状況によって業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 財務体質 

当社グループは、投資及び設備投資の一部を、主として金融機関からの借入金及び社債の発行により調達して

おり、有利子負債への依存度が高い水準にあります。今後、現行の金利水準が変動した場合は、業績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 財務制限条項 

当社グループの借入金等の一部については財務制限条項が付されており、特定の条項に抵触した場合、期限の

利益喪失により、当社グループの業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。 



当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社13社、関連会社等２社により構成されており、主と

して印刷関連事業のほか、人材関連事業、出版関連事業、葬祭関連事業、ゴルフ場関連事業を行っております。事業

内容及び当社と関連会社の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりでありま

す。 

 
（注）１.○印は、連結子会社  ※印は、持分法適用会社等 

２.その他、非連結子会社で持分法非適用会社３社、持分法非適用関連会社２社があります。 

  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

当社は時代とともに変化するお客様のニーズに、高品質のサービスでお応えし続けることを経営の基本方針とし

ております。創業の精神である「進取の精神」を社員全員の合言葉とし、時代や環境の変化にすばやく対応できる

経営基盤、企業風土を作り上げ、企業価値を向上し、社会に貢献できる企業を目指します。 

また、お客様に喜んでいただくことを社員全員が「至上の喜び」とし、社内外のあらゆるリソースの活用によ

り、技術・サービスの改善に取り組んでまいります。  

  

(2）目標とする経営指標 

当社の営む事業は、印刷、出版、人材サービス、葬祭、ゴルフと多岐に渡っており、目指す指標はそれぞれ異な

りますが、経営の効率化を図り、企業価値の向上を図るため、売上高営業利益率を主たる経営指標としておりま

す。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、創業以来の主力事業である印刷事業を基盤に、「高いデータ処理能力」「出版物を中心としたコンテン

ツの加工能力」を培ってまいりました。 

その強みを活かし、「データシステムの構築・運用事業」「高精細画像コンテンツの制作」等、IT関連の事業分

野にも事業基盤を拡大しております。 

また、それら技術の応用範囲を広めるべく、「映像」「イベントプロデュース」等にも事業分野を拡大しており

ます。 

当社は、印刷事業を主業務とする企業として、情報伝達媒体としての「紙」「Web」「映像」に関する技術を有

する数少ない企業であり、今後、より技術力を高め、情報加工・発信分野での「ワンストップ・トータル・ソリュ

ーション」を展開できる企業へ成長してまいります。 

また、求人、研修等の人材サービス事業とあわせ、お客様の事業が成長するために必要な、人材とセールスプロ

モーションを総合的に支援する企業へと成長してまいります。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

当社の主力事業である印刷事業は成熟産業に属しており、事業基盤が安定している一方で、成長性低い産業とな

っております。また、近年のパソコンプリンターやインターネットの普及により、産業構造が大きく変化しており

ます。 

当社は、印刷事業で築いた技術や出版社等の顧客基盤をベースに、大量データ処理システムの構築・運用ビジネ

スや、デジタルコンテンツビジネスに領域を拡大し、時代の変化に即した事業展開を進め、収益性の改善に注力し

ております。 

また、内部統制、コンプライアンス体制の強化はもとより、個人情報の保護や環境負荷の少ない材料、技術の導

入を積極的に取り組み、企業の社会的責任を全うし、法と社会倫理に即した企業理念を実践してまいります。  

   

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 11,726 8,678

受取手形及び売掛金 10,550 9,715

有価証券 － 500

たな卸資産 1,955 －

商品及び製品 － 782

仕掛品 － 568

原材料及び貯蔵品 － 171

その他 3,030 3,325

貸倒引当金 △1,979 △1,659

流動資産合計 25,282 22,081

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 48,768 47,237

減価償却累計額 △30,502 △30,051

建物及び構築物（純額） 18,265 17,186

機械装置及び運搬具 19,513 19,141

減価償却累計額 △15,819 △15,764

機械装置及び運搬具（純額） 3,693 3,377

土地 28,199 25,869

工具、器具及び備品 5,750 5,539

減価償却累計額 △2,034 △1,741

工具、器具及び備品（純額） 3,716 3,797

コース勘定 7,182 5,618

減価償却累計額 △1,316 △213

コース勘定（純額） 5,865 5,404

その他 452 936

減価償却累計額 △11 △58

その他（純額） 441 878

有形固定資産合計 60,182 56,512

無形固定資産 1,042 1,385

投資その他の資産   

投資有価証券 7,606 5,425

長期貸付金 2,775 1,940

繰延税金資産 207 174

その他 7,906 4,855

貸倒引当金 △3,984 △2,087

投資その他の資産合計 14,511 10,309

固定資産合計 75,737 68,207



（単位：百万円）

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) 

繰延資産 171 174

資産合計 101,191 90,463

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,864 3,410

短期借入金 9,923 9,528

1年内返済予定の長期借入金 6,337 5,579

1年内償還予定の社債 3,915 1,795

未払法人税等 834 431

賞与引当金 512 546

返品調整引当金 129 75

その他 3,470 2,312

流動負債合計 28,986 23,680

固定負債   

社債 3,955 1,700

長期借入金 12,742 14,655

繰延税金負債 2,644 2,620

再評価に係る繰延税金負債 1,617 1,091

退職給付引当金 386 393

役員退職慰労引当金 390 389

預り入会金 23,048 21,443

その他 1,561 1,382

固定負債合計 46,346 43,676

負債合計 75,332 67,357

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,806 9,806

資本剰余金 4,563 －

利益剰余金 △1,315 2,191

自己株式 △3 △4

株主資本合計 13,050 11,994

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 667 344

土地再評価差額金 △1,068 △1,531

為替換算調整勘定 792 △525

評価・換算差額等合計 392 △1,712

少数株主持分 12,416 12,825

純資産合計 25,859 23,106

負債純資産合計 101,191 90,463



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 52,243 46,358

売上原価 35,474 32,892

売上総利益 16,769 13,465

販売費及び一般管理費 12,177 11,607

営業利益 4,592 1,858

営業外収益   

受取利息 132 122

受取賃貸料 436 338

負ののれん償却額 585 565

償還差益 486 379

その他 448 388

営業外収益合計 2,090 1,793

営業外費用   

支払利息 892 800

賃貸費用 449 375

その他 196 225

営業外費用合計 1,537 1,401

経常利益 5,144 2,251

特別利益   

固定資産売却益 2,728 51

関係会社株式売却益 2,725 500

その他 178 19

特別利益合計 5,632 571

特別損失   

固定資産売却損 93 189

固定資産除却損 249 168

債権売却損 － 572

減損損失 2,145 481

投資有価証券評価損 － 1,431

その他 1,049 168

特別損失合計 3,537 3,012

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

7,238 △190

法人税、住民税及び事業税 1,416 1,074

法人税等調整額 7,307 △272

法人税等合計 8,723 801

少数株主利益 738 486

当期純損失（△） △2,224 △1,478



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 9,806 9,806

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,806 9,806

資本剰余金   

前期末残高 4,563 4,563

当期変動額   

欠損填補 － △4,563

当期変動額合計 － △4,563

当期末残高 4,563 －

利益剰余金   

前期末残高 5,209 △1,315

当期変動額   

欠損填補 － 4,563

剰余金の配当 △199 －

当期純損失（△） △2,224 △1,478

連結範囲の変動 △9 △40

持分法の適用範囲の変動 △127 －

土地再評価差額金の取崩 △3,964 463

当期変動額合計 △6,525 3,507

当期末残高 △1,315 2,191

自己株式   

前期末残高 △2 △3

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △3 △4

株主資本合計   

前期末残高 19,576 13,050

当期変動額   

剰余金の配当 △199 －

当期純損失（△） △2,224 △1,478

連結範囲の変動 △9 △40

持分法の適用範囲の変動 △127 －

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △3,964 463

当期変動額合計 △6,525 △1,056

当期末残高 13,050 11,994



（単位：百万円）

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   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,259 667

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △591 △323

当期変動額合計 △591 △323

当期末残高 667 344

土地再評価差額金   

前期末残高 △4,471 △1,068

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,403 △463

当期変動額合計 3,403 △463

当期末残高 △1,068 △1,531

為替換算調整勘定   

前期末残高 2,216 792

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,424 △1,318

当期変動額合計 △1,424 △1,318

当期末残高 792 △525

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △995 392

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,388 △2,105

当期変動額合計 1,388 △2,105

当期末残高 392 △1,712

少数株主持分   

前期末残高 11,821 12,416

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 594 409

当期変動額合計 594 409

当期末残高 12,416 12,825



（単位：百万円）

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) 

純資産合計   

前期末残高 30,402 25,859

当期変動額   

剰余金の配当 △199 －

当期純損失（△） △2,224 △1,478

連結範囲の変動 △9 △40

持分法の適用範囲の変動 △127 －

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △3,964 463

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,982 △1,696

当期変動額合計 △4,543 △2,752

当期末残高 25,859 23,106



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

7,238 △190

減価償却費 2,339 2,638

減損損失 2,145 481

引当金の増減額（△は減少） △96 △392

受取利息及び受取配当金 △211 △204

支払利息 892 800

関係会社株式売却損益（△は益） △2,725 △500

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,431

固定資産売却損益（△は益） △2,728 －

債権売却損 － 572

売上債権の増減額（△は増加） 367 829

たな卸資産の増減額（△は増加） 94 422

仕入債務の増減額（△は減少） △391 △428

預り入会金の増減額（△は減少） △1,351 △908

その他 104 △628

小計 5,677 3,922

利息及び配当金の受取額 211 204

利息の支払額 △900 △805

法人税等の支払額 △1,295 △1,481

その他 718 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,411 1,840

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,497 △772

有価証券の売却による収入 110 13

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,423 △2,700

有形及び無形固定資産の売却による収入 6,018 1,399

定期預金の増減額（△は増加） － 3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

4,770 442

貸付けによる支出 △461 △274

貸付金の回収による収入 423 352

その他 △5 563

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,934 △973



（単位：百万円）

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) 

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） 743 △460

長期借入れによる収入 3,500 8,262

長期借入金の返済による支出 △9,147 △7,106

社債の発行による収入 1,000 －

社債の償還による支出 △3,115 △4,375

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △199 －

少数株主への配当金の支払額 △157 △174

その他 － △59

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,376 △3,913

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,959 △3,048

現金及び現金同等物の期首残高 9,773 11,722

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△10 4

現金及び現金同等物の期末残高 11,722 8,678



 該当事項はありません。 

   

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数13社 

当連結会計年度より、威海三星北越廣済堂包装有限公司は重要性がましたため、連結の範囲に含めておりま

す。 

また、従来連結しておりましたKosaido Golf-Betriebs GmbHは売却したため、札幌廣済堂印刷㈱及び㈱廣済堂

製版センターの２社は当社に吸収合併したことに伴い、㈱廣済堂出版は、連結子会社である暁教育図書㈱（合併

時廣済堂あかつき㈱に商号変更）に吸収合併されたことにより連結の範囲から除外しております。 

なお、Kosaido Golf-Betriebs GmbHは４月～12月までの損益計算書のみ連結しております。 

(2）非連結子会社の数３社 

主要な非連結子会社はありません。 

(3）非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社３社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合

う額)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）持分法適用会社等の数２社 

(2）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社等の数５社 

非連結子会社３社及び関連会社等２社はいずれも小規模であり、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

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から除外しております。 

(3）持分法適用会社等のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用

しております。 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、威海三星北越廣済堂包装有限公司、Pt.Lombok Golf Kosaidoの決算日は12月31日でありま

す。 

連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っております。 

  

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 

（イ）有価証券 

満期保有目的の債券 ： 償却原価法（定額法）を採用しております。 

その他有価証券 

a. 時価のあるもの 

主として決算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、売却原価は主

として移動平均法により算定）を採用しております。 

b. 時価のないもの 

主として移動平均法に基づく原価法を採用しております。 

（ロ）デリバティブ 

時価法 

（ハ）棚卸資産 

商品             ： 主として移動平均法に基づく原価法（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）により評価しております。 

製品及び仕掛品  ： 主として個別法に基づく原価法（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）により評価しております。 

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



原材料及び貯蔵品： 主として移動平均法に基づく原価法（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）により評価しております。 

（会計方針の変更） 

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日公表

分）を適用しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

(2）重要な減価償却資産の減価償却方法 

有形固定資産（リース資産を除く）は、当社及び国内連結子会社は主として定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得している建物（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。 

在外連結子会社は、主として定額法によっております。 

なお、コース施設に関しては主として在外連結子会社は減価償却を実施しており、当社及び国内連結子会社は

減価償却を行っておりません。 

（追加情報） 

国内連結子会社の一社において一部の機械装置については、従来、耐用年数を16年としておりましたが、財

務省令第52号「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」が平成20年４月１日以後開始

する連結会計年度から適用することができることになったことに伴い、経済的耐用年数を見直した結果、当連

結会計年度より耐用年数を６年に変更しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は240百万円減少し、税金等調整前当期純損失は240百万円増加しており

ます。 

  

リース資産は、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、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。  

  

(3）重要な引当金の計上基準 

（イ) 貸倒引当金 

主として売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため主として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。 

（ロ) 賞与引当金 

従業員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。 

（ハ) 返品調整引当金 

出版物の返品による損失に備えるため、返品実績率に基づいて計上しております。 

（ニ) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、一部の連結子会社は、主として当連結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上しております。 

（ホ) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。なお、役員退職慰

労引当金は当社及び一部の連結子会社において計上しております。  

  

(4）重要なヘッジ会計の方法 

（イ）ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用しており、金利スワップは特例処理を採用しております。 

（ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金 



（ハ）ヘッジ方針 

主として当社資金担当部門の管理のもとに、金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲

内でヘッジを行っております。 

  

(5）その他の重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

また、棚卸資産に係る控除対象外消費税等は、当連結会計期間の負担すべき期間費用として処理しており、

固定資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産その他として計上し、法人税法の規定する期間にわ

たり償却しております。 

  

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方法は、部分時価評価法によっております。 

  

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

５年間で均等償却しております。 

  

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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなっております。 

  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告

第18 号 平成18 年５月17 日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

（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。 

これによる損益に与える影響はありません。  

   

（連結貸借対照表関係）  

「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、「棚卸資産」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「棚卸

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1,050百万円、738百万円、166百万

円であります。  

  

訴訟 

データ編集システム変更業務の受託会社から、当社を被告とする未払委託費を請求する損害賠償請求（143百万

円）訴訟が提起されました。現在東京地方裁判所で審理（調停）が行われており係争中であります。  

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

表示方法の変更

注記事項

（連結貸借対照表関係）



減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の減損損失を計上いたしました。 

賃貸用資産は、地価の下落により、ゴルフ場は、料金低下等により、収益が低迷しているため減損損失を認識

しました。 

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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加1,062株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

該当事項はありません。 

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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加1,092株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

該当事項はありません。 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

該当事項はありません。 

（連結損益計算書関係）

用途 種類 場所 減損損失

賃貸用資産 土地 石川県 253百万円 

ゴルフ場 建物及び土地等 アメリカ 227

（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（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  24,922,600  －  －  24,922,600

自己株式         

普通株式  2,964  1,062  －  4,026

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  199  8 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  24,922,600  －  －  24,922,600

自己株式         

普通株式  4,026  1,092  －  5,118



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） 

 （注）１．事業区分の決定にあたっては、製品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づき、印刷関連事

業、出版関連事業、葬祭関連事業及びゴルフ場関連事業に区分しております。 

２．主要な製品の名称 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の管理部門に係

る費用であります。 

当連結会計年度      520 百万円 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預

金）及び管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度    1,199 百万円 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
印刷関連
事業 
（百万円） 

出版関連
事業 
（百万円）

葬祭関連
事業 
（百万円）

ゴルフ場
関連事業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する
売上高 

 28,831  11,337  7,957  4,116  52,243  －  52,243

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 1,770  129  －  124  2,024  △2,024  －

計  30,602  11,466  7,957  4,241  54,267  △2,024  52,243

営業費用  28,402  11,736  4,847  4,307  49,293  △1,642  47,651

営業利益又は営業損
失（△） 

 2,199  △269  3,110  △65  4,974  △382  4,592

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的
支出 

              

資産  38,713  5,662  35,258  25,220  104,854  △3,662  101,191

減価償却費  1,134  65  759  367  2,327  12  2,339

減損損失  －  －  －  2,145  2,145  －  2,145

資本的支出  1,414  82  609  464  2,571  4  2,576

セグメント区分 主要製品名 

印刷関連事業 出版印刷物、商業印刷物、公共関連印刷物等 

出版関連事業 書籍、雑誌、求人情報誌等の出版及び販売 

葬祭関連事業 斎場経営等 

ゴルフ場関連事業 ゴルフ場経営等 



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） 

 （注）１．事業区分の決定にあたっては、製品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づき、印刷関連事

業、人材関連事業、出版関連事業、葬祭関連事業及びゴルフ場関連事業に区分しております。 

（事業区分の変更） 

従来、セグメントの事業区分は、「印刷関連事業」、「出版関連事業」、「葬祭関連事業」、「ゴルフ関

連事業」の４区分によっておりましたが、当連結会計年度より「印刷関連事業」、「人材関連事業」、「出

版関連事業」、「葬祭関連事業」、「ゴルフ関連事業」の５区分に変更しました。 

この変更は、事業の多様化から事業区分の見直しを行い従来の「出版関連事業」を「人材関連事業」と

「出版関連事業」に区分し、より明確に連結グループの事業内容を開示するためのものであります。 

この結果、従来の方法に比較して当連結会計年度の出版関連事業の売上高は 百万円減少し、営業利

益は 百万円増加しております。 

２．主要な製品の名称 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の管理部門に係

る費用であります。 

当連結会計年度        百万円 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預

金）及び管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度      百万円 

  
印刷関連
事業 
（百万円） 

人材関連
事業 
（百万円）

出版関連
事業 
（百万円）

葬祭関連
事業 
（百万円）

ゴルフ場
関連事業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する
売上高 

 27,039  5,009  3,159  7,832  3,317  46,358  －  46,358

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 1,586  75  2  －  53  1,718  △1,718  －

計  28,626  5,085  3,161  7,832  3,370  48,076  △1,718  46,358

営業費用  27,229  6,187  3,327  5,255  3,443  45,443  △943  44,499

営業利益又は営業損
失（△） 

 1,396  △1,102  △165  2,577  △72  2,633  △775  1,858

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的
支出 

                

資産  36,573  2,046  3,052  35,835  20,857  98,366  △7,902  90,463

減価償却費  1,272  56  13  1,046  228  2,616  21  2,638

減損損失  －  －  －  －  481  481  －  481

資本的支出  1,510  60  17  1,342  210  3,142  1  3,144

5,085

1,102

セグメント区分 主要製品名 

印刷関連事業 出版印刷物、商業印刷物、公共関連印刷物等 

人材関連事業 無料求人情報誌の発行、求人情報サイトの運営、人材紹介等 

出版関連事業 書籍、雑誌の出版及び販売 

葬祭関連事業 斎場経営等 

ゴルフ場関連事業 ゴルフ場経営等 

853

1,116



５．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）．（ハ）に記載のとおり、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日公表分）を適用して

おります。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

６．追加情報 

（有形固定資産資産の耐用年数の変更） 

国内連結子会社の一社において一部の機械装置については、従来、耐用年数を16年としておりましたが、

財務省令第52号「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」が平成20年４月１日以後

開始する連結会計年度から適用することができることになったことに伴い、経済的耐用年数を見直した結

果、当連結会計年度より耐用年数を６年に変更しております。これにより、当連結会計年度に与える影響と

して、葬祭関連事業の営業利益が 百万円減少しております。 

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） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

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） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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ｃ．海外売上高



有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、デリバティブ取引、退職給付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。 

（有価証券関係）

種類 

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）

取得原価
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

取得原価
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式  1,728  3,334  1,605  1,119  1,726  607

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  1,728  3,334  1,605  1,119  1,726  607

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式  1,043  643  △400  974  948  △26

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  340  211  △129  118  118  －

小計  1,384  854  △529  1,093  1,067  △26

合計  3,112  4,189  1,076  2,213  2,793  580

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） 

売却損益の合計額の金額が僅少のため注記を省略してお

ります。 

売却損益の合計額の金額が僅少のため注記を省略してお

ります。 

  
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） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

（1）満期保有目的の債券     

社債  500  600

その他  1,900  1,999

（2）その他有価証券     

非上場株式  504  498

合計  2,904  3,097

  

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年超５年以内 
（百万円） 

10年超（百万円） 
１年内 

（百万円） 
10年超（百万円） 

債券         

社債  500  －  500  100

その他  －  1,900  －  1,999

合計  500  1,900  500  2,099



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

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） 

該当事項はありません。 

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） 

該当事項はありません。 

（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 539円48銭

１株当たり当期純損失金額 89円25銭

１株当たり純資産額    412円61銭

１株当たり当期純損失金額 59円33銭

 なお、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。 

 なお、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） 

当期純損失（百万円）  △2,224  △1,478

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（百万円）  △2,224  △1,478

期中平均株式数（千株）  24,918  24,918

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 5,086 4,835

受取手形 2,694 3,065

売掛金 7,054 5,809

製品 223 －

原材料 49 －

商品及び製品 － 8

仕掛品 675 512

貯蔵品 7 －

原材料及び貯蔵品 － 53

前払費用 238 210

短期貸付金 660 461

未収入金 482 402

その他 504 517

貸倒引当金 △1,969 △1,413

流動資産合計 15,706 14,464

固定資産   

有形固定資産   

建物 14,524 15,035

減価償却累計額 △8,906 △9,292

建物（純額） 5,617 5,743

構築物 645 648

減価償却累計額 △482 △500

構築物（純額） 162 147

機械及び装置 14,367 13,677

減価償却累計額 △11,795 △11,558

機械及び装置（純額） 2,572 2,119

車両運搬具 108 88

減価償却累計額 △92 △78

車両運搬具（純額） 16 9

工具、器具及び備品 1,215 1,181

減価償却累計額 △749 △618

工具、器具及び備品（純額） 466 562

土地 11,697 11,541

リース資産 － 422

減価償却累計額 － △44

リース資産（純額） － 378

コース勘定 1,957 1,957

有形固定資産合計 22,489 22,460



（単位：百万円）

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) 

無形固定資産   

借地権 516 541

ソフトウエア 421 578

リース資産 － 74

その他 48 49

無形固定資産合計 986 1,244

投資その他の資産   

投資有価証券 4,411 3,106

関係会社株式 8,653 7,268

長期貸付金 1,677 513

長期前払費用 760 153

その他 2,324 2,170

貸倒引当金 △3,061 △2,062

投資その他の資産合計 14,765 11,150

固定資産合計 38,242 34,855

繰延資産   

社債発行費 57 32

繰延資産合計 57 32

資産合計 54,005 49,351

負債の部   

流動負債   

支払手形 155 291

買掛金 3,453 2,931

短期借入金 11,514 13,711

1年内返済予定の長期借入金 6,040 5,396

1年内償還予定の社債 3,915 1,795

リース債務 － 111

未払金 1,078 757

未払費用 336 256

未払法人税等 93 74

未払消費税等 122 －

前受金 139 105

預り金 90 50

前受収益 20 19

賞与引当金 494 535

設備関係支払手形 149 －

その他 13 6

流動負債合計 27,619 26,043

固定負債   

社債 3,955 1,700



（単位：百万円）

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) 

長期借入金 12,364 14,623

リース債務 － 365

繰延税金負債 489 235

役員退職慰労引当金 224 249

預り入会金 3,561 3,349

再評価に係る繰延税金負債 1,615 1,091

その他 164 161

固定負債合計 22,374 21,777

負債合計 49,993 47,821

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,806 9,806

資本剰余金   

資本準備金 2,451 －

その他資本剰余金 2,111 －

資本剰余金合計 4,563 －

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △10,574 △7,528

利益剰余金合計 △10,574 △7,528

自己株式 △3 △4

株主資本合計 3,791 2,274

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 713 343

土地再評価差額金 △492 △1,087

評価・換算差額等合計 220 △743

純資産合計 4,012 1,530

負債純資産合計 54,005 49,351



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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 37,742 32,880

売上原価 26,307 24,413

売上総利益 11,435 8,467

販売費及び一般管理費   

運搬費 1,133 946

役員報酬 240 235

給料及び賞与 3,625 3,603

法定福利費 499 494

減価償却費 188 202

広告宣伝費 620 412

その他 3,224 3,144

販売費及び一般管理費合計 9,531 9,040

営業利益又は営業損失（△） 1,903 △572

営業外収益   

受取利息 29 32

受取配当金 324 352

受取賃貸料 538 435

受取手数料 10 6

その他 242 226

営業外収益合計 1,144 1,054

営業外費用   

支払利息 766 765

社債利息 101 60

支払手数料 113 80

賃貸費用 449 379

その他 65 59

営業外費用合計 1,497 1,346

経常利益又は経常損失（△） 1,550 △864

特別利益   

固定資産売却益 1,864 48

貸倒引当金戻入額 － 1,053

関係会社株式売却益 1,822 －

その他 20 149

特別利益合計 3,707 1,251



（単位：百万円）

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) 

特別損失   

固定資産除却損 175 86

貸倒引当金繰入額 1,234 18

関係会社株式評価損 7,343 1,322

投資有価証券評価損 － 1,224

その他 197 329

特別損失合計 8,951 2,981

税引前当期純損失（△） △3,693 △2,595

法人税、住民税及び事業税 30 38

法人税等調整額 6,167 △522

法人税等合計 6,198 △483

当期純損失（△） △9,891 △2,111



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 9,806 9,806

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,806 9,806

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,806 2,451

当期変動額   

資本準備金の取崩 △1,355 △2,451

当期変動額合計 △1,355 △2,451

当期末残高 2,451 －

その他資本剰余金   

前期末残高 756 2,111

当期変動額   

資本準備金の取崩 1,355 2,451

欠損填補 － △4,563

当期変動額合計 1,355 △2,111

当期末残高 2,111 －

資本剰余金合計   

前期末残高 4,563 4,563

当期変動額   

欠損填補 － △4,563

当期変動額合計 － △4,563

当期末残高 4,563 －

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,562 △10,574

当期変動額   

欠損填補 － 4,563

剰余金の配当 △199 －

当期純損失（△） △9,891 △2,111

土地再評価差額金の取崩 △2,045 594

当期変動額合計 △12,136 3,046

当期末残高 △10,574 △7,528

利益剰余金合計   

前期末残高 1,562 △10,574



（単位：百万円）

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) 

当期変動額   

欠損填補 － 4,563

剰余金の配当 △199 －

当期純損失（△） △9,891 △2,111

土地再評価差額金の取崩 △2,045 594

当期変動額合計 △12,136 3,046

当期末残高 △10,574 △7,528

自己株式   

前期末残高 △2 △3

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △3 △4

株主資本合計   

前期末残高 15,929 3,791

当期変動額   

剰余金の配当 △199 －

当期純損失（△） △9,891 △2,111

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △2,045 594

当期変動額合計 △12,137 △1,517

当期末残高 3,791 2,274

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,256 713

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △543 △369

当期変動額合計 △543 △369

当期末残高 713 343

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,978 △492

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,485 △594

当期変動額合計 1,485 △594

当期末残高 △492 △1,087

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △721 220

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 942 △964

当期変動額合計 942 △964



（単位：百万円）

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) 

当期末残高 220 △743

純資産合計   

前期末残高 15,207 4,012

当期変動額   

剰余金の配当 △199 －

当期純損失（△） △9,891 △2,111

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △2,045 594

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 942 △964

当期変動額合計 △11,195 △2,481

当期末残高 4,012 1,530



 該当事項はありません。 

   

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）関係会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

(2）その他有価証券 

（イ）時価のあるもの 

決算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、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。 

（ロ）時価のないもの 

主として移動平均法に基づく原価法を採用しております。 

  

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

時価法 

  

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）製品及び仕掛品 

個別法による原価法（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）により評価してお

ります。 

(2）原材料及び貯蔵品 

移動平均法に基づく原価法（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）により評価

しております。 

（会計方針の変更） 

たな卸資産については、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日公表分）を適用しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

４．固定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）：定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(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。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く）：定額法 

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）に基づく定額法によっており

ます。 

(3）リース資産 ：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、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）長期前払費用：定額法 

  

５．繰延資産の処理方法 

社債発行費 

償還期限以内で均等償却をしております。 

６．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等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。 

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針



(2）賞与引当金 

従業員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。 

(3）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

  

７．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップは特例処理を採用しております。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金 

(3）ヘッジ方針 

資金担当部門の管理のもとに、金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行

っております。 

  

８．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の処理は、税抜方式を採用しております。 

  

（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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

訴訟 

データ編集システム変更業務の受託会社から、当社を被告とする未払委託費を請求する損害賠償請求（143百万

円）訴訟が提起されました。現在東京地方裁判所で審理（調停）が行われており係争中であります。  

会計処理方法の変更

注記事項

（貸借対照表関係）
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