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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 8,458 △5.4 2,755 △6.9 2,769 △6.3 1,681 △4.2
21年3月期第1四半期 8,939 ― 2,960 ― 2,956 ― 1,755 ―

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 47.44 ―
21年3月期第1四半期 47.08 47.07

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 28,803 22,376 77.3 628.29
21年3月期 24,383 20,823 85.0 585.00

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  22,267百万円 21年3月期  20,733百万円

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
11.00 ― 11.00 22.00

3.  平成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）

（注）連結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 
連結累計期間

12,200 △3.6 2,200 △19.4 2,200 △17.7 1,300 △13.5 35.64

通期 20,300 △3.8 2,350 △18.5 2,350 △13.4 1,400 38.8 38.39
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５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) 四半期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（四半期連結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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成21年４月30日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ
り、実際の業績は、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、上記予想に関する事項は、５ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．
連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 39,327,700株 21年3月期  39,327,700株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,885,781株 21年3月期  3,885,781株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 35,441,919株 21年3月期第1四半期 37,279,356株



（１）わが国経済の状況 

当第１四半期連結累計期間（以下、当第１四半期）におけるわが国経済は、昨年来の金融危機に端を発した全

産業にわたる需要・生産水準の大幅な低下とそれに伴う企業業績の急速な悪化がやや改善の兆しをみせてはきた

ものの、依然として厳しい状況が続きました。こうしたなかで当社事業との関連性が高い国内証券市場は、一時

日経平均株価が１万円台を回復するなど、金融危機後の証券市場の混乱期は脱したものの、依然として低迷が続

き、投資信託、ＲＥＩＴ、ＩＰＯ、ファイナンス等証券市況の影響を受ける製品の受注が減少しました。 

  

（２）業績の概況 

① 全体の概況 

当第１四半期は、決算関連製品の売上が増加し、株主総会招集通知もほぼ前年同期並みの売上を確保しまし

たが、投資信託やＲＥＩＴ市況の低迷による関連製品の売上減少と、企業業績の悪化や競争激化によるＩＲ関

連製品の売上減少等により、売上高は 百万円（前年同期比 百万円減、 ％減）となりました。な

お、当連結会計年度通期での売上高は前期比 百万円減の 百万円を予想しており（平成21年４月30日

発表）、当第１四半期の売上高はその予想に沿った水準にあります。 

利益面では、売上高の減少に伴い売上総利益が減少したものの、販管費の削減が想定以上に進んだことか

ら、営業利益は 百万円（前年同期比 百万円減、 ％減）を確保しました。経常利益は 百万円

（前年同期比 百万円減、 ％減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比 百万円減、 ％減）とな

りました。なお、これら各利益の実績は通期業績予想（平成21年４月30日発表）を上回っておりますが、これ

は、第１四半期に３月決算会社からの受注が集中する当社特有の季節性要因によるものであり、当第１四半期

の利益はほぼ通期業績予想に沿った水準にあります。 

② 製品別売上高の概況 

＜会社法関連製品＞ 

主力製品の株主総会招集通知は、上場会社総数が減少するなかで51％と堅調なシェアを維持しており、平

均受注部数が３％ほど増加したこともあって、ほぼ前年同期並みの売上を確保しましたが、その他の関連製

品の受注が減少したことにより、会社法関連製品の売上高は 百万円（前年同期比 百万円減、 ％

減）となりました。 

＜金融商品取引法関連製品＞ 

主力製品の決算関連製品については、上場会社総数が減少するなかで55％のシェアを維持しており、加え

て平成20年度から制度化された四半期報告書・ＸＢＲＬへの対応に伴う新規受注が当期も一部続くことか

ら、前年同期に比べて売上が増加しました。しかしながら、投資信託・ＲＥＩＴ関連製品については、市場

の低迷が続いたことから目論見書や販売用資料などの受注が減少し、売上が減少しました。エクイティファ

イナンス・ＩＰＯ関連製品については、大手企業を中心とした新株発行等のエクイティファイナンスが続き

ましたが、ＩＰＯ件数が昨年と同数の３件にとどまったこともあり、売上は前年同期を下回りました。 

これらにより、金融商品取引法関連製品の売上高は 百万円（前年同期比 百万円減、 ％減）と

なりました。 

＜ＩＲ等製品＞ 

ＩＲ等製品については、成長分野であるＷｅｂ・ＩＲ関連サービスは増加したものの、主力製品の年次報

告書については企業業績の悪化や競争激化の影響を受けて売上が減少しました。有価証券印刷の売上は上場

株券の電子化により、前年同期実績 百万円に対しほぼ半減しました。 

これらにより、ＩＲ等製品の売上高は 百万円（前年同期比 百万円減、 ％減）となりました。
（注）当第１四半期より、「有価証券印刷製品」の区分を従来の独立した製品区分から「ＩＲ等製品」と合算して集計してい

ます。前年同期比は、前年同期分を変更後の区分に組み替えて比較しています。 

③ 利益の概況 

利益面では、売上高が ％減少するなかで、生産効率の向上、製造コストや労務費等の製造経費の削減を

推進した結果、売上総利益は 百万円（前年同期比 百万円減、 ％減）となりました。販管費につい

ても人件費を始め、全社的な経費削減活動を推進し、 百万円（前年同期比 百万円減、 ％減）に抑制

しました。この結果、営業利益は 百万円（前年同期比 百万円減、 ％減）を確保しました。営業外

収益と営業外費用を加減し経常利益は 百万円（前年同期比 百万円減、 ％減）、投資有価証券の売

却に伴う特別利益と特別損失等を加減し税金等調整前四半期純利益は 百万円（前年同期比 百万円減、

％減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比 百万円減、 ％減）となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

8,458 481 5.4

794 20,300

2,755 205 6.9 2,769

186 6.3 1,681 73 4.2

3,331 61 1.8

3,164 127 3.9

140

1,962 292 13.0

5.4

4,223 265 5.9

1,467 60 3.9

2,755 205 6.9

2,769 186 6.3

2,798 173

5.8 1,681 73 4.2



（３）第１四半期の季節性 

当社グループの売上の約75％を占める事業会社向け製品・サービスは、顧客の約70％が３月決算会社であるた

め、決算及び株主総会関連製品の受注が集中する第１四半期の売上が、下表のとおり も多くなっています。な

お、四半期報告制度の導入に伴い、前連結会計年度から第３四半期の割合が低下し、第２・第４四半期の割合が

相対的に増加しました。 

（参考）平成21年３月期 

  

当社の第１四半期は、前述の季節的要因（１－（３））により、資産合計、負債合計、純資産合計とも、前連結会

計年度末に比べ例年大きく増加しております。当第１四半期も以下のとおり同様の傾向となっております。 

当第１四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。主

な要因は、流動資産の受取手形及び売掛金 百万円増加等と現金及び預金 百万円減少等であります。固定資産

は大きな変動はありません。 

当第１四半期末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。主な

要因は、流動負債の未払法人税等 百万円増加、買掛金 百万円増加等であります。固定負債は大きな変動はあり

ません。 

当第１四半期末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。

主な要因は、四半期純利益 百万円を計上できたこと、配当金 百万円等であります。この結果、自己資本比率

は ％となりました。 

＜キャッシュ・フローの状況＞  

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ 百万円

減少し、 百万円となりました。 

当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動の結果得られた資金は 百万円（前年同期は 百万円の使用）となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益 百万円、仕入債務の増加額 百万円、減価償却費 百

万円等であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額 百万円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 百万円（前年同期は 百万円の獲得）となりました。 

収入の主な内訳は、有価証券の売却による収入 百万円等であり、支出の主な内訳は、無形固定資産の取得

による支出 百万円、有形固定資産の取得による支出 百万円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 百万円（前年同期は 百万円の使用）となりました。 

主な内訳は、配当金の支払額 百万円等であります。 

  

    第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度計

  
平成21年３月期 

 売上高  （百万円） 
 8,939  3,711  4,840  3,602  21,094

   構成比    （％）  42.4  17.6  22.9  17.1  100.0

２．連結財政状態に関する定性的情報

4,420 28,803

4,623 306

2,868 6,427

935 888

1,552 22,376

1,681 389

77.3

305

7,467

157 590

2,798 884 145

4,194

98 1,563

200

192 79

364 623

363



＜当期の見通し＞ 

当社は平成21年４月30日に平成22年３月期の連結業績予想を１ページに記載のとおり発表しておりますが、現時

点ではほぼ想定の範囲内で進捗しているため、当第２四半期連結累計期間並びに通期の連結業績予想を据え置きま

す。理由は以下のとおりです。 

当第１四半期の売上高は、投資信託・ＲＥＩＴ関連製品、ＩＲ関連製品の受注減により前年同期比 百万円減

の 百万円となりましたが、この減少幅は期初の業績予想の想定範囲内であること、また、決算関連製品の売

り上げ増加が順調に進んでいること等によります。 

また、利益面でも営業利益が前年同期比 百万円減の 百万円となりましたが、この減少幅も期初の業績予

想の想定範囲内であり、かつ製造コストや労務費等の製造経費の削減に加えて、人件費やさまざまな販管費の抑

制、削減が順調に進行していること等によります。 

なお、当社は平成21年７月17日発表の「東京都市計画道路事業に伴う本社工場の収用並びに工場建設及び移転計

画に関するお知らせ」のとおり、平成21年７月17日開催の取締役会において、東京都市計画事業環状第２号線新

橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業に伴う当社本社工場等の用地収用に応じ、土地売買契約及び建物等物件移

転補償契約を締結することについて決議いたしました。当収用に伴い支払われる予定の土地売却代金及び建物等物

件移転補償金につきましては、物件引渡しが来期に予定されていることから、当連結会計年度は収用に係る前受金

として計上するため、当第２四半期連結累計期間並びに通期の損益に与える影響はありません。 

当収用並びに工場建設及び移転計画の概要は、11ページ「６．その他の情報」をご覧ください。 

  

該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理         

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、連結会計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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

481

8,458

205 2,755

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,084,510 6,390,826

受取手形及び売掛金 6,360,468 1,737,440

有価証券 2,004,590 2,201,353

仕掛品 162,989 306,719

原材料及び貯蔵品 11,122 10,740

その他 1,357,024 661,179

貸倒引当金 △10,147 △2,261

流動資産合計 15,970,558 11,305,997

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 721,306 734,800

機械装置及び運搬具（純額） 327,944 348,473

土地 4,981,436 4,981,436

その他（純額） 307,466 317,851

有形固定資産合計 6,338,153 6,382,562

無形固定資産 1,180,656 1,060,152

投資その他の資産   

投資有価証券 3,668,512 3,886,739

その他 1,692,087 1,799,668

貸倒引当金 △46,020 △52,019

投資その他の資産合計 5,314,579 5,634,389

固定資産合計 12,833,389 13,077,104

資産合計 28,803,948 24,383,101



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,384,452 496,087

短期借入金 180,000 180,000

未払法人税等 1,328,190 392,266

賞与引当金 234,545 464,889

その他 2,180,697 933,063

流動負債合計 5,307,885 2,466,308

固定負債   

退職給付引当金 710,935 686,815

役員退職慰労引当金 38,608 37,033

その他 370,211 369,051

固定負債合計 1,119,755 1,092,900

負債合計 6,427,640 3,559,208

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,058,650 3,058,650

資本剰余金 4,683,596 4,683,596

利益剰余金 17,280,017 15,988,403

自己株式 △2,918,037 △2,918,037

株主資本合計 22,104,226 20,812,612

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 163,719 △79,246

評価・換算差額等合計 163,719 △79,246

少数株主持分 108,361 90,527

純資産合計 22,376,307 20,823,893

負債純資産合計 28,803,948 24,383,101



（２）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) 

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

売上高 8,939,834 8,458,603

売上原価 4,451,427 4,235,330

売上総利益 4,488,406 4,223,272

販売費及び一般管理費 1,527,798 1,467,780

営業利益 2,960,608 2,755,492

営業外収益   

受取利息 5,491 2,364

受取配当金 10,555 10,431

投資事業組合運用益 6,677 －

その他 7,484 6,413

営業外収益合計 30,209 19,210

営業外費用   

支払利息 656 567

投資事業組合運用損 － 3,555

持分法による投資損失 22,866 －

その他 10,938 905

営業外費用合計 34,461 5,028

経常利益 2,956,356 2,769,674

特別利益   

投資有価証券売却益 134,536 115,324

特別利益合計 134,536 115,324

特別損失   

投資有価証券評価損 118,901 3,497

投資有価証券売却損 － 82,925

特別損失合計 118,901 86,423

税金等調整前四半期純利益 2,971,991 2,798,575

法人税、住民税及び事業税 1,403,894 1,276,670

法人税等調整額 △212,525 △177,404

法人税等合計 1,191,368 1,099,265

少数株主利益 25,554 17,834

四半期純利益 1,755,069 1,681,475



（３）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) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 2,971,991 2,798,575

減価償却費 110,721 145,935

引当金の増減額（△は減少） △552,721 △199,912

持分法による投資損益（△は益） 22,866 －

投資有価証券評価損益（△は益） 118,901 3,497

受取利息及び受取配当金 △16,047 △12,796

支払利息 656 567

売上債権の増減額（△は増加） △4,748,988 △4,194,569

たな卸資産の増減額（△は増加） 99,664 143,347

仕入債務の増減額（△は減少） 1,031,897 884,149

その他 947,299 920,051

小計 △13,757 488,846

利息及び配当金の受取額 14,079 11,705

利息の支払額 △658 △566

法人税等の支払額 △590,426 △342,248

営業活動によるキャッシュ・フロー △590,762 157,736

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 1,500,000 200,000

有形固定資産の取得による支出 △84,917 △79,518

無形固定資産の取得による支出 △378,456 △192,810

投資有価証券の取得による支出 △1,765 △1,595

投資有価証券の売却による収入 195,087 6,907

投資事業組合への支出 △20,000 △25,000

敷金及び保証金の回収による収入 346,749 －

その他 6,479 △6,115

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,563,176 △98,133

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 100,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 △100,000

自己株式の取得による支出 △243,208 －

配当金の支払額 △381,211 △363,031

ストックオプションの行使による収入 1,228 －

その他 － △1,956

財務活動によるキャッシュ・フロー △623,192 △364,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 349,221 △305,384

現金及び現金同等物の期首残高 10,155,890 7,772,431

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,505,112 7,467,047



 該当事項はありません。 

  

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）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

当社及び連結子会社の事業はディスクロージャー関連事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業でありま

す。従って、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。  

  

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）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

当社は、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ありませんので、該当事項はありませ

ん。 

   

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）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

海外売上高がありませんので、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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



当社は、平成21年７月17日開催の取締役会において、東京都市計画事業環状第２号線新橋・虎ノ門地区第二種市街

地再開発事業に伴う当社本社工場等の用地収用に応じ、土地売買契約及び建物等物件移転補償契約を締結することに

ついて決議いたしました。 

上記収用に伴う工場建設及び移転の計画は下記のとおりであります。  

（１）東京都市計画道路事業に伴う用地収用について 

① 収用対象 

当社本社工場   （東京都港区虎ノ門一丁目25番７号） 

土地       （東京都港区虎ノ門一丁目204番25、204番27、204番29） 

② 土地売買契約及び建物等物件移転補償契約締結先の概要 

東京都再開発事務所（東京都中野区中野一丁目２番５号） 

③ 売却対象資産及び売却代金 

対象資産   土地（687.19㎡ 帳簿価格： 百万円） 

売却代金   百万円 

（注）上記土地は、現在当社本社工場用地として使用しております。 

④ 建物等物件移転補償金 

百万円 

⑤ 収用スケジュール 

平成21年７月17日 取締役会決議 

平成21年７月27日 土地売買契約及び建物等物件移転補償契約締結 

平成21年８月   土地所有権移転登記（予定） 

平成22年11月   土地引渡し期日（予定） 

  

（２）工場建設及び移転計画の内容 

① 工場移転先 

埼玉県戸田市 

② 工場用地 

工場の用地につきましては、昨年秋に、既に土地の取得（ 百万円）を行っております。 

③ 工場用地の面積 

約7,500㎡ 

④ 工場建設費用 

約 百万円 

⑤ 工場移転の実施日程（予定） 

平成21年11月   工場着工 

平成22年７月   竣工 

平成22年８月   移転 

平成22年９月   稼動開始 

  

６．その他の情報
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1,710

2,190

2,425

1,700
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