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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 380 ― 75 ― 74 ― 31 ―

21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第1四半期 14.88 ―

21年3月期第1四半期 ― ―

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

22年3月期第1四半期 2,394 1,771 74.0 826.70
21年3月期 2,431 1,752 72.1 817.86

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,771百万円 21年3月期  1,752百万円

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

21年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）

（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

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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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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 2,143,000株 21年3月期  2,143,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 2,143,000株 21年3月期第1四半期 2,143,000株

※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。 
 平成21年3月期第1四半期につきましては、連結として開示しているため、平成21年3月期第1四半期の数値は記載しておりません。 
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    当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融不安の影響による景気悪化が鮮明となり、世界経済が停滞 

  局面に入る中で、企業業績の悪化や個人消費の低迷など依然として厳しい状況が続いております。 

    このような状況下において当社は、平成21年４月１日付で子会社の株式会社ウィルワンカードを吸収合併し、 

  経営資源の集中及び効率化を図り、コスト削減に努めて販売価格の競争力を高めるよう推進してまいりました。 

     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、当第１四半期の業績は、売上高が380,335千円となり、営業利益では75,550千円、経常利益では

  74,923千円、四半期純利益では31,880千円となりました。 

    事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

   ①カード製造事業         当第１四半期の売上高は380,335千円となりました。 

   ②基幹業務統合ソフト製造事業   当第１四半期の売上高はありません。  

  

  

   当第１四半期末の流動資産は、現金及び預金が27,144千円、受取手形及び売掛金が45,715千円増加したこと等 

  により、前事業年度末に比べて99,790千円増加し1,071,475千円となりました。固定資産は、のれんが63,774千 

   円、投資有価証券が72,232千円増加しましたが、関係会社株式が250,000千円減少したこと等により、136,352千 

   円減少し1,323,343千円となりました。この結果、資産は前事業年度末に比べて36,562千円減少し2,394,819千円 

   となりました。 

   当第１四半期末の流動負債は、未払法人税等が58,100千円減少したこと等により、前事業年度末に比べて 

  41,781千円減少し371,413千円となりました。固定負債は、長期借入金が19,165千円減少したこと等により13,736

   千円減少し251,783千円となりました。この結果、負債は前事業年度末に比べて55,517千円減少し623,196千円と 

   なりました。 

   当事業年度末の純資産は、四半期純利益を31,880千円確保できたこと等により、前事業年度末に比べて18,955 

 千円増加し1,771,622千円となりました。 

  

  

     平成21年５月14日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。  

  

  

 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用については、当第１四半期を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税

 率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調

 整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

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

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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 514,929 487,785

受取手形及び売掛金 414,112 368,397

商品及び製品 278 30

仕掛品 53,639 37,523

原材料及び貯蔵品 57,743 54,596

繰延税金資産 18,720 18,720

その他 16,581 8,605

貸倒引当金 △4,530 △3,973

流動資産合計 1,071,475 971,685

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,035,115 1,035,115

減価償却累計額 △615,743 △609,298

建物（純額） 419,372 425,817

機械及び装置 764,609 764,609

減価償却累計額 △566,615 △553,118

機械及び装置（純額） 197,993 211,490

土地 292,208 292,208

その他 202,840 204,775

減価償却累計額 △172,413 △171,836

その他（純額） 30,426 32,939

有形固定資産合計 940,001 962,456

無形固定資産   

のれん 63,774 －

その他 7,225 7,657

無形固定資産合計 71,000 7,657

投資その他の資産   

投資有価証券 243,732 171,500

関係会社株式 － 250,000

繰延税金資産 41,135 41,135

その他 28,829 28,276

貸倒引当金 △1,356 △1,330

投資その他の資産合計 312,340 489,581

固定資産合計 1,323,343 1,459,695

資産合計 2,394,819 2,431,381
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 174,843 161,998

短期借入金 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 93,955 102,040

未払法人税等 24,245 82,345

賞与引当金 2,400 15,500

その他 55,968 31,310

流動負債合計 371,413 413,194

固定負債   

長期借入金 140,866 160,031

再評価に係る繰延税金負債 3,161 3,161

退職給付引当金 50,286 46,486

役員退職慰労引当金 57,469 55,840

固定負債合計 251,783 265,519

負債合計 623,196 678,713

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 1,532,574 1,515,694

株主資本合計 1,956,374 1,939,494

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,222 △13,298

土地再評価差額金 △173,528 △173,528

評価・換算差額等合計 △184,751 △186,827

純資産合計 1,771,622 1,752,667

負債純資産合計 2,394,819 2,431,381
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 380,335

売上原価 218,791

売上総利益 161,544

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 85,993

営業利益 75,550

営業外収益  

受取利息 40

受取配当金 394

受取賃貸料 614

その他 209

営業外収益合計 1,259

営業外費用  

支払利息 1,619

その他 267

営業外費用合計 1,886

経常利益 74,923

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2

特別利益合計 2

特別損失  

抱合せ株式消滅差損 19,614

特別損失合計 19,614

税引前四半期純利益 55,311

法人税等 23,430

四半期純利益 31,880
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 55,311

減価償却費 23,284

のれん償却額 7,971

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 19,614

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,167

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,629

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,775

受取利息及び受取配当金 △435

支払利息 1,619

売上債権の増減額（△は増加） 10,710

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,697

仕入債務の増減額（△は減少） 9,641

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,152

その他 20,058

小計 123,946

利息及び配当金の受取額 406

利息の支払額 △1,558

法人税等の支払額 △79,124

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,669

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 △2,000

有形固定資産の取得による支出 △1,048

投資有価証券の取得による支出 △70,280

投資有価証券の売却による収入 152

貸付けによる支出 △7,800

貸付金の回収による収入 2,820

保険積立金の積立による支出 △1,832

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,989

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △27,250

配当金の支払額 △15,205

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △78,774

現金及び現金同等物の期首残高 487,785

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 103,918

現金及び現金同等物の四半期末残高 512,929
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 該当事項はありません。 

  

 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
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（参考）四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 447,040

売上原価 299,498

売上総利益 147,541

販売費及び一般管理費 92,998

営業利益 54,543

営業外収益  

受取利息 58

受取配当金 557

受取賃貸料 649

雑収入 659

営業外収益合計 1,925

営業外費用  

支払利息 2,694

雑損失 89

営業外費用合計 2,784

経常利益 53,683

特別利益  

貸倒引当金戻入額 99

固定資産売却益 214

特別利益合計 313

税金等調整前四半期純利益 53,996

法人税等 28,353

四半期純利益 25,642
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 53,996

減価償却費 26,527

のれん償却額 7,971

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,690

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,624

貸倒引当金の増減額（△は減少） △99

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,967

受取利息及び受取配当金 △616

支払利息 2,694

有形固定資産売却損益（△は益） △214

売上債権の増減額（△は増加） 26,396

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,709

仕入債務の増減額（△は減少） 7,756

未払消費税等の増減額（△は減少） △23

その他 16,177

小計 151,626

利息及び配当金の受取額 578

利息の支払額 △2,692

法人税等の還付額 2,694

営業活動によるキャッシュ・フロー 152,206

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 △5,685

有形固定資産の売却による収入 16,083

投資有価証券の取得による支出 △14,466

ソフトウエアの取得による支出 △6,460

貸付金の回収による収入 1,320

保険積立金の積立による支出 △1,750

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,958

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △31,414

配当金の支払額 △15,271

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94,562

現金及び現金同等物の期首残高 435,113

現金及び現金同等物の四半期末残高 529,676
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