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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 915 △17.8 △46 ― △37 ― △7 ―

21年3月期第1四半期 1,113 ― △39 ― △34 ― △38 ―

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 △1.47 ―

21年3月期第1四半期 △7.99 ―

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 5,107 3,922 76.8 810.43
21年3月期 5,175 3,969 76.7 820.23

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,922百万円 21年3月期  3,969百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

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

1,950 △5.3 25 ― 25 ― 8 ― 1.65

通期 3,900 △3.2 50 ― 50 ― 16 △86.2 3.31
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧下さい。] 

(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 5,160,000株 21年3月期  5,160,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  320,310株 21年3月期  320,310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 4,839,690株 21年3月期第1四半期 4,839,981株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記業績予想につきましては、現時点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
可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項については３ページ【定性的情報・財務諸表等】 3.業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、企業収益や雇用・所得環境が厳しさを増し、国内民間
需要が弱まっている一方で、輸出・生産が下げ止まりから改善に転じ、公共投資も増加しているように、
大幅に悪化したあと、下げ止まりつつあります。  
 ビジネスフォーム業界におきましては昨年度下期からの総需要の停滞が続き、その中での価格競争と厳
しい経営環境にありました。  
 このような状況下、営業におきましては情報処理を中心に他社との差別化を図った提案型営業展開をい
たしました。生産におきましては、昨年稼動を開始した情報センターの生産効率の向上を図るとともに、
大口オンデマンド市場参入のための高速フルカラープリンタを導入し、下期からの本格稼動を目指してま
いりました。  
 業績につきましては、需要の停滞の影響を受け当第１四半期の売上高は915百万円（前年同期比17.8%
減）にとどまり、経常損失37百万円（前第１四半期は34百万円の経常損失）、四半期純損失7百万円（前
第１四半期は38百万円の純損失）となりました。  
  

  

(1)財政状態の変動状況 
当第１四半期会計期間末における流動資産は前事業年度末と比べ247百万円増加し、2,799百万円とな

りました。これは主に現金及び預金が146百万円増加し、受取手形及び売掛金が105百万円増加したこと
によるものです。固定資産は前事業年度末より314百万円減少し、2,308百万円となりました。これは主
に保険積立金が304百万円減少したことによるものです。  
 流動負債は前事業年度末と比べ341百万円増加し、1,115百万円となりました。これは主に「流動負債
その他」が395百万円増加し、短期借入金が50百万円減少したことによるものです。固定負債は前事業
年度末と比べ361百万円減少し、70百万円となりました。これは主に役員退職慰労引当金が356百万円減
少したことによるものです。  
 純資産の部は前事業年度末と比べ47百万円減少し、3,922百万円となりました。これは主に利益剰余
金が55百万円減少したことによるものです。 
  
(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により33百万円、財務活動により98
百万円を要しましたが、投資活動により285百万円の収入となった結果、前事業年度末より153百万円増
加し1,783百万円となりました。  
  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは税引前四半期純損失15百万円、売上債

権の増加額105百万円、保険解約益29百万円等が大きな収支要因となり、33百万円の支出となりまし

た。  

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは保険積立金の解約による収入337百万

円を主たる要因として、285百万円の収入となりました。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純減少額50百万円と配当

金の支払額43百万円を主たる要因として、98百万円の支出となりました。 

  

平成22年3月期の業績見通しにつきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予想に変更は
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
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当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高
を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関し
て収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によって
おります。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

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 1,958,261 1,811,803

受取手形及び売掛金 613,452 507,724

有価証券 38,179 36,735

商品及び製品 35,460 36,715

仕掛品 19,979 20,670

原材料及び貯蔵品 40,489 36,135

その他 93,906 103,649

貸倒引当金 △129 △1,062

流動資産合計 2,799,601 2,552,371

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 595,635 605,676

土地 539,125 539,125

その他（純額） 560,025 578,370

有形固定資産合計 1,694,786 1,723,173

無形固定資産 47,506 47,933

投資その他の資産 565,849 851,897

固定資産合計 2,308,142 2,623,004

資産合計 5,107,743 5,175,375
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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   

買掛金 196,754 178,240

短期借入金 367,200 418,000

未払法人税等 － 3,449

賞与引当金 24,131 42,643

その他 526,962 131,640

流動負債合計 1,115,048 773,972

固定負債   

長期借入金 14,000 18,000

退職給付引当金 45,344 45,944

役員退職慰労引当金 10,808 367,479

その他 300 300

固定負債合計 70,453 431,724

負債合計 1,185,501 1,205,697

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,226,650 1,226,650

資本剰余金 1,172,655 1,172,655

利益剰余金 1,599,664 1,655,177

自己株式 △79,948 △79,948

株主資本合計 3,919,020 3,974,533

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,220 △4,855

評価・換算差額等合計 3,220 △4,855

純資産合計 3,922,241 3,969,678

負債純資産合計 5,107,743 5,175,375
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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）

前第１四半期累計期間 
(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 1,113,131 915,091

売上原価 908,273 728,948

売上総利益 204,858 186,143

販売費及び一般管理費 244,789 232,720

営業損失（△） △39,931 △46,576

営業外収益   

受取利息 922 349

受取配当金 864 581

保険解約返戻金 4,669 5,046

その他 906 4,844

営業外収益合計 7,362 10,821

営業外費用   

支払利息 1,437 1,212

支店閉鎖損 450 －

その他 281 99

営業外費用合計 2,168 1,312

経常損失（△） △34,737 △37,067

特別利益   

固定資産売却益 3,633 －

貸倒引当金戻入額 1,920 933

保険解約返戻金 － 29,936

特別利益合計 5,553 30,869

特別損失   

固定資産除却損 23,300 1,079

投資有価証券売却損 － 1,658

本社移転費用 － 6,390

工場移転関連損失 3,182 －

特別損失合計 26,482 9,128

税引前四半期純損失（△） △55,667 △15,326

法人税、住民税及び事業税 2,596 2,073

法人税等調整額 △19,581 △10,283

法人税等合計 △16,985 △8,210

四半期純損失（△） △38,682 △7,115
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △55,667 △15,326

減価償却費 38,730 55,661

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,424 △933

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,289 △18,511

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,028 △599

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,116 △356,671

受取利息及び受取配当金 △1,787 △930

支払利息 1,437 1,212

有形固定資産売却損益（△は益） △3,633 －

有形固定資産除却損 23,300 1,079

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,658

工場移転関連損失 3,182 －

保険解約損益（△は益） △4,387 △29,936

売上債権の増減額（△は増加） △185,204 △105,727

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,360 △2,408

仕入債務の増減額（△は減少） 55,908 18,514

その他 5,527 423,747

小計 △155,521 △29,170

利息及び配当金の受取額 1,358 819

利息の支払額 △1,589 △1,121

法人税等の支払額 △4,214 △3,692

法人税等の還付額 6,413 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △153,553 △33,164

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 5,902 7,785

有形固定資産の取得による支出 △43,251 △34,540

有形固定資産の売却による収入 5,406 －

無形固定資産の取得による支出 － △20,955

投資有価証券の取得による支出 － △198

保険積立金の積立による支出 △3,951 △3,771

保険積立金の払戻による収入 18,280 337,298

その他 1,352 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,260 285,618

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） △86,000 △50,000

長期借入金の返済による支出 △4,800 △4,800

自己株式の取得による支出 △200 －

配当金の支払額 △43,559 △43,892

財務活動によるキャッシュ・フロー △134,560 △98,692

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △304,374 153,672

現金及び現金同等物の期首残高 1,068,800 1,629,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 764,425 1,783,359
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期会計期間末（平成21年６月30日）及び当第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) 

該当事項はありません。 

  

(4)継続企業の前提に関する注記

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)

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6)重要な後発事象

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)

（退職給付制度の変更） 

 当社は、適格退職年金制度を設けておりましたが、平成21年７月１日付で退職給付制度の改定を実施し、適格

退職年金制度を確定拠出年金制度及び退職一時金制度へ移行いたしました。この移行に伴う会計処理については

「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）及び「退職給付制度間の移行等

の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号）を適用する予定であります。 

 なお、本制度変更による当事業年度の損益に与える影響額は現在算定中であります。
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当第１四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業部門 生産高(千円) 前年同四半期比（％）

ビジネスフォーム事業 438,191 △27.3

情報処理事業 268,812 △1.5

合計 707,004 △19.3

(2) 受注実績

事業部門 受注高(千円)
前年同四半期比

（％）
受注残高(千円)

前年同四半期比
（％）

ビジネスフォーム事業 398,713 △26.6 78,358 △49.8

情報処理事業 268,812 △1.5 - -

合計 667,526 △18.2 78,358 △49.8

(3) 販売実績

事業部門 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

ビジネスフォーム事業 646,279 △23.1

情報処理事業 268,812 △1.5

合計 915,091 △17.8

相手先

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

アメリカンファミリー生
命保険会社

134,025 12.0 122,450 13.4
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