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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 11,767 △7.0 2,391 △12.3 2,320 △13.3 1,413 △5.9
21年3月期第2四半期 12,651 ― 2,728 ― 2,674 ― 1,502 ―

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 39.88 ―
21年3月期第2四半期 40.54 40.54

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 30,395 22,170 72.6 622.99
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2四半期  22,079百万円 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
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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
22年3月期 ― 11.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 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2四半期  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2四半期 35,441,919株 21年3月期第2四半期 37,055,633株



（１）わが国経済の状況 

当第２四半期連結累計期間（以下、当第２四半期）におけるわが国経済は、昨年来の金融危機に端を発したさ

まざまな産業分野における景況の悪化がゆるやかな回復基調に入ったものの、予断を許さない状況が続いていま

す。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も、日経平均株価が１万円台を回復し、大手企業を

中心としたエクイティファイナンスが増加するなど低迷状態を脱しつつありますが、一方でＩＰＯ社数は大きく

減少した昨年をさらに下回っており、投資信託・ＲＥＩＴ市場も未だ回復には至っていません。 

  

（２）業績の概況 

① 全体の概況 

当第２四半期は、期初予想どおり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、ＩＰＯ、投資信託、ＲＥＩＴ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、売上高は期初予想を 百万円下回る 百万円（前年同期比 百万円

減、 ％減）となりました。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、製造コストの

削減や販管費の削減が想定以上に進んだことから、営業利益は期初予想を 百万円上回る 百万円（前年

同期比 百万円減、 ％減）を確保しました。経常利益は期初予想を 百万円上回る 百万円（前年

同期比 百万円減、 ％減）、四半期純利益は期初予想を 百万円上回る 百万円（前年同期比 百

万円減、 ％減）となりました。 

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、市況の

低迷が続き目論見書や販売用資料などの受注が減少しました。また、大手企業を中心にエクイティファイナ

ンスの増加により関連製品は増加しましたが、ＩＰＯ関連製品については、ＩＰＯ件数が急減した昨年（11

件）をさらに下回る８件にとどまったため、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

株券電子化の影響が本年度の第３四半期まで続くことから、旧製品区分による前年同期売上実績 百万円

に対し約40％の水準に減少しました。これらにより、ＩＲ等製品の売上高は 百万円となりました。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当連結会計年度より、「有価証券印刷」の区分を従来の独立した製品区分から「ＩＲ等」と合算して集計

しており、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おります。 

  

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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前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

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

増減 
(△印減) 

金額 
（千円） 

構成比
（％） 

金額
（千円） 

構成比
（％） 

金額 
（千円） 

増減率
（％） 

会社法関連  3,710,640 29.3 3,580,264 30.4  △130,375 △3.5

金融商品取引法関連  5,817,792 46.0 5,492,234 46.7  △325,557 △5.6

ＩＲ等  3,123,090 24.7 2,694,998 22.9  △428,092 △13.7

合計  12,651,523 100.0 11,767,497 100.0  △884,025 △7.0



③ 利益の概況 

利益面では、原材料費や外注費の削減、生産効率の向上による労務費の削減等、製造コストの削減を推進し

ましたが、売上高の減少に伴い売上総利益は 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、人件費を含めたあらゆる分野の経費削減活動を全社にわたり推進し、 百万円

（前年同期比 百万円減、 ％減）に削減しました。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、投資事業組合運用損を主な要因とする営業外費用 百

万円とを加減し、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。 

  

（３）第２四半期の季節性 

当社グループの売上高の約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第１四半期に集中します。このため、第１四半期連結会計期間（４－

６月期）の売上が下表のとおり４割を超え、第２四半期は２割以下にとどまります。 

（参考）平成21年３月期 

  

当第２四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、流動資産の現金及び預金 百万円増加と固定資産の満期保有目的の国債の購入等による投資有価証券

百万円増加等です。 

当第２四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、短期借入金 百万円増加と固定負債の収用に係る前受金 百

万円増加等です。 

当第２四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 百万円等です。この結果、自己資本比率は

％となりました。 

なお、当第２四半期において、東京都との間で締結した土地売買契約及び建物等物件移転補償契約により、土地譲

渡金額及び物件移転補償金の一部を収受し、収用に係る前受金として計上しています。これにより、資産及び負債が

増加しています。 

＜キャッシュ・フローの状況＞  

当第２四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

円増加し、 百万円となりました。 

当第２四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 百万円の獲得）となりました。 

収入の主な内訳は、収用補償金の受取額 百万円、税金等調整前四半期純利益 百万円、売上債権の減

少額 百万円、減価償却費 百万円等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額 百万円等です。 

（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、投資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、満期保有目的の

国債の購入等として投資有価証券の取得による支出 百万円及び有価証券の取得による支出 百万円、無形

固定資産の取得による支出 百万円等です。 

（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。 

収入の内訳は、短期借入れによる収入 百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額 百万円、短期

借入金の返済による支出 百万円等です。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報
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＜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います。売上高に

ついては、当第２四半期において予想を 百万円下回っているものの、エクイティファイナンス関連製品の売上

増加や、精力的に取り組んでいるＩＲ関連製品を中心とした拡販活動の効果を織り込み、通期では期初予想どおり

の売上高を見込んでいます。また、営業利益、経常利益、当期純利益については、当第２四半期において期初予想

を上回っていますが、品種構成の変化による原価率の変動や今後の不確定要素を織り込み、通期の連結業績予想を

据え置きます。 

なお、当社は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、東京都との間で土地売買契約及び建物等物件移転補償契約を平成21年７月27日に締結していま

す。これに伴い、当第２四半期において、収受した土地売却代金及び建物等物件移転補償金の一部を、物件引渡し

が来期に予定されていることから収用に係る前受金として計上しており、通期の損益に与える影響はありません。

  

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

432

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 10,211,281 6,390,826

受取手形及び売掛金 1,512,851 1,737,440

有価証券 3,004,620 2,201,353

仕掛品 172,279 306,719

原材料及び貯蔵品 9,498 10,740

その他 619,612 661,179

貸倒引当金 △2,362 △2,261

流動資産合計 15,527,781 11,305,997

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 704,683 734,800

機械装置及び運搬具（純額） 306,926 348,473

土地 4,981,436 4,981,436

その他（純額） 297,949 317,851

有形固定資産合計 6,290,996 6,382,562

無形固定資産 1,247,833 1,060,152

投資その他の資産   

投資有価証券 5,687,574 3,886,739

その他 1,682,678 1,799,668

貸倒引当金 △41,412 △52,019

投資その他の資産合計 7,328,840 5,634,389

固定資産合計 14,867,670 13,077,104

資産合計 30,395,451 24,383,101



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 398,041 496,087

短期借入金 380,000 180,000

未払法人税等 1,074,461 392,266

賞与引当金 470,017 464,889

その他 1,304,778 933,063

流動負債合計 3,627,298 2,466,308

固定負債   

退職給付引当金 737,752 686,815

役員退職慰労引当金 40,183 37,033

収用に係る前受金 3,458,217 －

その他 361,514 369,051

固定負債合計 4,597,668 1,092,900

負債合計 8,224,966 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 17,012,054 15,988,403

自己株式 △2,918,037 △2,918,037

株主資本合計 21,836,263 20,812,612

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 243,534 △79,246

評価・換算差額等合計 243,534 △79,246

少数株主持分 90,687 90,527

純資産合計 22,170,485 20,823,893

負債純資産合計 30,395,451 24,383,101



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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

売上高 12,651,523 11,767,497

売上原価 6,988,373 6,553,277

売上総利益 5,663,149 5,214,220

販売費及び一般管理費 2,934,852 2,822,838

営業利益 2,728,296 2,391,382

営業外収益   

受取利息 11,280 5,051

受取配当金 18,539 18,098

その他 15,502 12,364

営業外収益合計 45,322 35,514

営業外費用   

支払利息 1,464 1,224

投資事業組合運用損 56,103 103,318

持分法による投資損失 25,138 －

その他 16,229 2,169

営業外費用合計 98,935 106,712

経常利益 2,674,683 2,320,184

特別利益   

投資有価証券売却益 134,536 115,324

貸倒引当金戻入額 － 5,811

特別利益合計 134,536 121,136

特別損失   

施設利用権評価損 22,988 －

投資有価証券評価損 232,558 3,497

投資有価証券売却損 － 82,925

特別損失合計 255,546 86,423

税金等調整前四半期純利益 2,553,672 2,354,896

法人税、住民税及び事業税 1,173,834 1,008,425

法人税等調整額 △147,453 △67,200

法人税等合計 1,026,380 941,224

少数株主利益 24,965 160

四半期純利益 1,502,327 1,413,512



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 2,553,672 2,354,896

減価償却費 243,904 297,022

引当金の増減額（△は減少） △244,048 48,709

持分法による投資損益（△は益） 25,138 －

投資有価証券評価損益（△は益） 232,558 3,497

受取利息及び受取配当金 △29,820 △23,150

支払利息 1,464 1,224

売上債権の増減額（△は増加） 206,439 583,243

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,692 135,682

仕入債務の増減額（△は減少） △62,558 △103,946

その他 △10,661 292,418

小計 2,982,781 3,589,600

利息及び配当金の受取額 28,037 21,673

利息の支払額 △1,303 △1,108

法人税等の支払額 △591,906 △333,434

収用補償金の受取額 － 3,458,217

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,417,608 6,734,947

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △998,423

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 △103,452 △87,872

無形固定資産の取得による支出 △485,861 △336,697

投資有価証券の取得による支出 △3,765 △2,051,452

投資有価証券の売却による収入 198,771 599,079

投資事業組合への支出 △50,000 △50,000

敷金及び保証金の回収による収入 347,367 －

その他 △9,422 65,982

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,393,636 △2,659,382

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 450,000 450,000

短期借入金の返済による支出 △250,000 △250,000

自己株式の取得による支出 △591,038 －

配当金の支払額 △410,915 △389,586

ストックオプションの行使による収入 1,228 －

その他 － △3,912

財務活動によるキャッシュ・フロー △800,725 △193,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,010,519 3,882,066

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 13,166,410 11,654,497



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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
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