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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 10,212 △4.1 △748 ― △731 ― △612 ―

21年3月期第1四半期 10,650 ― △620 ― △525 ― △392 ―

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 △16.83 ―

21年3月期第1四半期 △10.62 ―

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 45,467 32,245 69.2 864.05
21年3月期 48,574 33,213 66.8 891.03

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  31,464百万円 21年3月期  32,446百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

13.50 ― 13.50 27.00

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

22,000 △5.4 △1,200 ― △1,100 ― △750 ― △20.60

通期 50,000 0.1 1,500 △54.4 1,600 △56.6 700 △65.8 19.22
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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、４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） 

(注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する記述は、４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 有

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 38,200,910株 21年3月期  38,200,910株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,786,414株 21年3月期  1,786,165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 36,414,659株 21年3月期第1四半期 36,965,015株
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 当第１四半期（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）におけるわが国経済は、昨秋以降の世界的規模

の急激な景気後退の影響が続くなか、一部では下げ止まりの様相を呈しておりますが、引き続き外需産業を中心

に深刻な影響を与えており、企業収益や設備投資は大幅に減少する厳しい景況となりました。 

  

 このような環境の中、国内カーナビゲーション用データやデータ配信は堅調に推移いたしましたが、海外カー

ナビゲーション用データの売上減少に加え、引き続き、住宅地図帳の売上も減少いたしましたことから、売上高

は10,212百万円（前年同期比438百万円減少、4.1％減）となりました。 

 損益面では、前期は第１四半期に発生しておりましたデータ配信サービスに係わる営業費用を当期は第２四半

期以降に見込んでおりますことや、人件費などの諸経費を削減したものの、地図データベース整備費用の会計処

理方法の変更により売上原価が増加いたしました結果、営業損失は748百万円（前年同期比128百万円悪化）、経

常損失は731百万円（前年同期比205百万円悪化）、四半期純損失は612百万円（前年同期比220百万円悪化）とな

りました。 

 なお、当社グループの売上高は、季節による需要の変動が大きく、例年第１四半期は年間売上高に占める割合

が最も低く、第４四半期が最も高くなりますが、売上高の増減に関わらず、製造費用の大半を占める地図データ

ベースの整備費用は年間を通して固定的に発生いたします。この季節的変動は当初計画に織り込んでおります。

  

 事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりであります。 

  

（地図データベース関連事業） 

 当社の主力事業であります地図データベース関連事業につきましては、ETC普及にともなう経済波及効果もあ

り国内カーナビゲーション用データの売上が増加し、加えて、携帯サービス及び住宅地図配信などのデータ配信

売上も会員数の増加により堅調に推移いたしましたが、全世界的な景気後退による海外カーナビゲーション用デ

ータや住宅地図帳の売上減少を補うには至らず、当事業の売上高は8,261百万円（前年同期比806百万円減少、

8.9％減）となりました。 

 損益面では、当期はデータ配信サービスのプロモーション費用を第２四半期以降に見込んでおりますことや、

人件費などの諸経費を削減したものの、地図データベース整備費用の会計処理方法の変更により売上原価が増加

いたしました結果、営業損失は689百万円（前年同期比33百万円悪化）となりました。 

 また、当期より取引先への海外カーナビゲーション用データの提供方法を変更しております。従来、海外カー

ナビゲーション用データは、当社が地図供給会社から仕入れた地図データに各種コンテンツデータを加工し、取

引先に提供しておりましたが、当期から取引先が直接地図データを仕入れた後、当社にてコンテンツデータ等の

加工を行うよう変更いたしました。なお、前年同期にはこの提供方法の変更等による影響額が売上原価に374百

万円含まれておりますが、売上高も同時に減少いたしますことから、利益面での影響は軽微でございます。 

  

（一般印刷関連事業） 

 一般印刷関連事業の売上高は、受注が減少したことで986百万円（前年同期比238百万円減少、19.4％減）とな

り、減収に伴い外注費及び主材料費が減少いたしましたが、営業損失は50百万円（前年同期比71百万円悪化）と

なりました。 

  

（その他事業） 

 その他事業の売上高は、新たに連結子会社といたしました株式会社ゼンリンプロモの企業向けノベルティ商品

の売上が加わったことで964百万円（前年同期比606百万円増加、169.8％増）となりましたが、ノベルティ商品

は概ね利益率が低いことから営業損失は44百万円（前年同期比30百万円悪化）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
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当第１四半期末の財政状態といたしましては、前連結会計年度末（平成21年３月末）と比べ、受取手形及び売

掛金が2,210百万円減少したことに加え、有価証券が1,999百万円減少いたしました結果、総資産は45,467百万円

（前連結会計年度末比3,107百万円減少、6.4％減）となりました。 

また、当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。 

  

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1,517百

万円減少し、4,315百万円（前年同期比1,911百万円減少）となりました。 

  

（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835百万円（前年同期比1,177百万円減少）であります。これは、売上債権の減

少額2,282百万円及び減価償却費845百万円等があったものの、税金等調整前四半期純損失815百万円に加え、法

人税等の支払額934百万円があったことなど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） 

投資活動の結果支出した資金は606百万円（前年同期比５百万円減少）であります。これは、有形及び無形固

定資産の取得による支出706百万円があったことなど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） 

財務活動の結果支出した資金は1,870百万円（前年同期比1,431百万円増加）であります。これは、借入金の返

済に純額で1,170百万円及び配当金の支払額500百万円があったことなどによるものであります。   

  

現段階において、平成21年５月８日に公表いたしました業績予想に変更はありません。  

  

該当事項はありません。   

  

重要な事項はないため、記載を省略しております。  

  

（地図データベース整備費用の会計処理方法の変更） 

 当社は、従来、地図データベース整備費用（以下、整備費用）については、発生時に仕掛品、製品及び売

上原価に合理的に配賦しておりましたが、主要製品への地図データの更新頻度が高まっていることから、当

第１四半期連結会計期間より、その全額を発生時の費用として処理する方法に変更いたしました。 

 これは近年のカーナビゲーション用データの通信利用や、携帯サービスなどのデータ配信において、地図

データの更新そのものに対するニーズが高まり、提供する地図データを短期間でメンテナンスしていく必要

があることから、従来の物品を中心とした仕掛品及び製品への整備費用の配賦が主要なサービスの実態に馴

染まなくなったことによるものであります。 

 この結果、従来の方法に比べ、売上原価は479百万円増加し、売上総利益は同額減少し、営業損失、経常

損失及び税金等調整前四半期純損失は同額増加しております。 

 これによるセグメント情報に与える影響は（５）セグメント情報【事業の種類別セグメント情報】（注）

２に記載しております。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 4,330 3,847

受取手形及び売掛金 7,903 10,113

有価証券 51 2,051

たな卸資産 1,926 2,131

その他 3,150 2,738

貸倒引当金 △46 △48

流動資産合計 17,315 20,834

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,701 4,672

土地 8,348 8,326

その他（純額） 2,176 2,226

有形固定資産合計 15,226 15,226

無形固定資産   

のれん 675 －

ソフトウエア 5,331 5,296

その他 1,261 1,524

無形固定資産合計 7,268 6,820

投資その他の資産   

投資有価証券 2,374 2,284

その他 3,483 3,602

貸倒引当金 △201 △193

投資その他の資産合計 5,656 5,693

固定資産合計 28,151 27,740

資産合計 45,467 48,574
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（単位：百万円）

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 1,181 1,643

短期借入金 1,636 2,440

未払費用 3,163 2,991

未払法人税等 134 971

役員賞与引当金 12 55

その他 2,036 2,550

流動負債合計 8,165 10,653

固定負債   

長期借入金 1,435 1,459

退職給付引当金 1,854 1,878

役員退職慰労引当金 234 236

その他 1,530 1,132

固定負債合計 5,055 4,707

負債合計 13,221 15,360

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,557 6,557

資本剰余金 13,111 13,111

利益剰余金 15,398 16,557

自己株式 △3,415 △3,415

株主資本合計 31,651 32,811

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △85 △200

為替換算調整勘定 △102 △163

評価・換算差額等合計 △187 △364

少数株主持分 781 767

純資産合計 32,245 33,213

負債純資産合計 45,467 48,574
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 10,650 10,212

売上原価 6,431 6,900

売上総利益 4,219 3,311

販売費及び一般管理費 4,839 4,059

営業損失（△） △620 △748

営業外収益   

受取利息 6 2

受取配当金 50 52

不動産賃貸料 40 38

その他 58 32

営業外収益合計 155 125

営業外費用   

支払利息 18 15

為替差損 － 68

敷金契約解約損 13 －

その他 28 24

営業外費用合計 60 108

経常損失（△） △525 △731

特別利益   

貸倒引当金戻入額 16 －

その他 0 －

特別利益合計 17 －

特別損失   

固定資産除売却損 17 1

投資有価証券評価損 － 81

その他 0 1

特別損失合計 18 84

税金等調整前四半期純損失（△） △526 △815

法人税、住民税及び事業税 211 146

法人税等調整額 △227 △372

法人税等合計 △16 △226

少数株主利益又は少数株主損失（△） △117 23

四半期純損失（△） △392 △612
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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損失（△） △526 △815

減価償却費 876 845

のれん償却額 － 37

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △128 △42

退職給付引当金の増減額（△は減少） △75 △24

投資有価証券評価損益（△は益） － 81

受取利息及び受取配当金 △57 △54

支払利息 18 15

固定資産除売却損益（△は益） 17 1

売上債権の増減額（△は増加） 3,957 2,282

たな卸資産の増減額（△は増加） △441 378

仕入債務の増減額（△は減少） △407 △561

未払費用の増減額（△は減少） 949 165

未払消費税等の増減額（△は減少） △395 △287

その他 74 △292

小計 3,860 1,729

利息及び配当金の受取額 57 54

利息の支払額 △17 △14

法人税等の支払額 △1,887 △934

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,012 835

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △617 △706

投資有価証券の売却による収入 － 96

その他 6 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △611 △606

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） 381 △840

長期借入金の返済による支出 △187 △330

リース債務の返済による支出 △183 △190

配当金の支払額 △425 △500

少数株主への配当金の支払額 △23 △9

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △438 △1,870

現金及び現金同等物に係る換算差額 △81 59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 881 △1,581

現金及び現金同等物の期首残高 5,346 5,833

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 63

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,227 4,315
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  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) 

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) 

（注）１ 事業区分の方法及び各事業に属する主要な製品の名称 

(1) 事業区分の方法…………………内部管理上採用している区分によっております。 

(2) 各事業に属する主要な製品の名称 

① 地図データベース関連事業…住宅地図帳、応用地図、住宅地図データベース、カーナビゲーシ

ョン用データ 

② 一般印刷関連事業……………一般印刷物 

③ その他事業……………………CAD受託処理、仕入商品  

２ 地図データベース整備費用の会計処理方法の変更 

「４.その他（3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更」に記載の

とおり、当第１四半期連結会計期間より地図データベース整備費用については、その全額を発生時の

費用として処理する方法に変更しております。この結果、従来の方法に比べ、地図データベース関連

事業の営業損失は479百万円増加しております。 

 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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、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、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。 

（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】

  

地図データ
ベース 
関連事業 
（百万円） 

一般印刷 
関連事業 

(百万円) 

その他 
事業  

(百万円) 

計  
  

(百万円) 

消去又は 
全社  

(百万円) 

連結  
  

(百万円) 

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 9,068  1,224  357  10,650  －  10,650

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  87  6  93 (93)  －

計  9,068  1,311  363  10,744 (93)  10,650

営業利益(△は損失)  △655  20  △14  △649  29  △620

  

地図データ
ベース 
関連事業 
（百万円） 

一般印刷 
関連事業 

(百万円) 

その他 
事業 

(百万円) 

計 
  

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 8,261  986  964  10,212  －  10,212

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  61  8  69 (69)  －

計  8,261  1,047  972  10,282 (69)  10,212

営業利益(△は損失)  △689  △50  △44  △785  37  △748

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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  該当事項はありません。 

   

長期経営構想（ZGP2013）で区分した各事業の販売実績  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

（事業区分）  

21年３月期 

第１四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

22年３月期 

第１四半期 

連結累計期間

（百万円）

増減額  

（百万円）
増減率 主要な製品 

広告事業  124  96  △27 △22.3% 各種メディア 

出版事業  2,243  1,806  △437 △19.5% 
住宅地図帳、応用地図、 

仕入商品 

GIS事業  1,435  1,372  △63 △4.4% 住宅地図データベース 

コンテンツ事業  1,293  1,598  304 23.6% 
データ配信サービス、 

３D地図データ 

ITS事業  2,620  2,877  257 9.8% 
国内カーナビゲーション用 

データ、３D地図データ 

グローバル事業  1,451  592  △859 △59.2% 
海外カーナビゲーション用 

データ、各種海外コンテンツ 

その他事業  1,482  1,869  387 26.1% 
一般印刷物、CAD受託処理、 

セールスプロモーション商品等 

合  計  10,650  10,212  △438 △4.1%   
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