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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 711 ― 92 ― 90 ― 40 ―

21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 19.09 ―

21年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 2,345 1,778 75.8 829.75
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2四半期  1,778百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 7.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 2,143,000株 21年3月期第2四半期 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２四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２四半期の数値は記載しておりません。 
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      当第２四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については下げ止まりの傾向が

  見られるものの、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、総力を挙げてお客様のニーズに合った製品作りに注力するとともに、原価

  管理体制を強化し、販売価格の競争力を高めるよう努めてまいりました。      

   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、経営環境は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

    これらの結果、当第２四半期（６ヶ月）の業績は、売上高が711,244千円となり、営業利益では92,044千円、 

    経常利益では90,919千円、四半期純利益では40,902千円となりました。 

     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２四半期の売上高は711,244千円となりました。 

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

  

  

     当第２四半期末の流動資産は、現金及び預金が76,635千円増加したこと等により、前事業年度末に比べて 

   69,357千円増加し1,041,042千円となりました。固定資産は、のれんが55,803千円、投資有価証券が69,823千円増

   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、155,433千円減少し1,304,262千円となりまし

   た。この結果、資産は前事業年度末に比べて86,077千円減少し2,345,304千円となりました。 

   当第２四半期末の流動負債は、未払法人税等が50,462千円、１年内返済予定の長期借入金が16,162千円減少し 

  たこと等により、前事業年度末に比べて82,692千円減少し330,502千円となりました。固定負債は、長期借入金が

   38,338千円減少したこと等により28,879千円減少し236,640千円となりました。この結果、負債は前事業年度末に

   比べて111,571千円減少し567,142千円となりました。 

   当事業年度末の純資産は、四半期純利益を40,902千円確保できたこと等により、前事業年度末に比べて25,494 

 千円増加し1,778,161千円となりました。 

  

  

      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２四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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 564,420 487,785

受取手形及び売掛金 357,162 368,397

商品及び製品 246 30

仕掛品 34,350 37,523

原材料及び貯蔵品 60,519 54,596

繰延税金資産 18,720 18,720

その他 9,451 8,605

貸倒引当金 △3,829 △3,973

流動資産合計 1,041,042 971,685

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 △622,189 △609,298

建物（純額） 412,926 425,817

機械及び装置 778,337 764,609

減価償却累計額 △580,693 △553,118

機械及び装置（純額） 197,643 211,490

土地 292,208 292,208

その他 204,137 204,775

減価償却累計額 △175,318 △171,836

その他（純額） 28,819 32,939

有形固定資産合計 931,598 962,456

無形固定資産   

のれん 55,803 －

その他 6,703 7,657

無形固定資産合計 62,506 7,657

投資その他の資産   

投資有価証券 241,323 171,500

関係会社株式 － 250,000

繰延税金資産 41,135 41,135

その他 29,801 28,276

貸倒引当金 △2,103 △1,330

投資その他の資産合計 310,157 489,581

固定資産合計 1,304,262 1,459,695

資産合計 2,345,304 2,431,381

カーディナル株式会社（7855）　平成22年3月期第2四半期決算短信（非連結）

4



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 151,053 161,998

短期借入金 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 85,878 102,040

未払法人税等 31,883 82,345

賞与引当金 17,000 15,500

その他 24,687 31,310

流動負債合計 330,502 413,194

固定負債   

長期借入金 121,693 160,031

再評価に係る繰延税金負債 3,161 3,161

退職給付引当金 52,697 46,486

役員退職慰労引当金 59,088 55,840

固定負債合計 236,640 265,519

負債合計 567,142 678,713

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 1,541,596 1,515,694

株主資本合計 1,965,396 1,939,494

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,706 △13,298

土地再評価差額金 △173,528 △173,528

評価・換算差額等合計 △187,234 △186,827

純資産合計 1,778,161 1,752,667

負債純資産合計 2,345,304 2,431,381
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 711,244

売上原価 448,478

売上総利益 262,765

販売費及び一般管理費 170,721

営業利益 92,044

営業外収益  

受取利息 253

受取配当金 502

受取賃貸料 1,228

その他 398

営業外収益合計 2,383

営業外費用  

支払利息 3,096

その他 410

営業外費用合計 3,507

経常利益 90,919

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 71,305

法人税等 30,402

四半期純利益 40,902
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 330,908

売上原価 229,687

売上総利益 101,221

販売費及び一般管理費 84,729

営業利益 16,491

営業外収益  

受取利息 212

受取配当金 108

受取賃貸料 614

その他 188

営業外収益合計 1,123

営業外費用  

支払利息 1,477

その他 143

営業外費用合計 1,621

経常利益 15,993

税引前四半期純利益 15,993

法人税等 6,971

四半期純利益 9,022
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 71,305

減価償却費 47,234

のれん償却額 15,943

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） 5,577

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,248

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44

賞与引当金の増減額（△は減少） 825

受取利息及び受取配当金 △755

支払利息 3,096

売上債権の増減額（△は増加） 65,321

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,848

仕入債務の増減額（△は減少） △14,537

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,430

その他 △8,133

小計 208,201

利息及び配当金の受取額 724

利息の支払額 △3,023

法人税等の支払額 △79,175

営業活動によるキャッシュ・フロー 126,727

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 △5,000

有形固定資産の取得による支出 △15,824

投資有価証券の取得による支出 △70,580

投資有価証券の売却による収入 380

貸付けによる支出 △7,800

貸付金の回収による収入 12,690

保険積立金の積立による支出 △3,707

保険積立金の解約による収入 343

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,498

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 △54,500

配当金の支払額 △15,012

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △32,284

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 559,420
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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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