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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 1,849 △26.5 43 △70.4 △2 ― △20 ―
21年3月期第2四半期 2,516 ― 148 ― 220 ― 130 ―

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 △3.87 ―
21年3月期第2四半期 24.13 ―

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 5,470 4,062 74.3 762.21
21年3月期 5,676 4,222 74.4 790.08

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  4,062百万円 21年3月期  4,222百万円

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 
（予想）

― 25.00 25.00

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 4,025 △12.6 149 0.5 106 △26.3 30 △9.1 5.62
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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予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日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条件に
基づいており、実際の業績等はさまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっ
ての注意事項等については、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 5,523,592株 21年3月期 5,523,592株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 194,000株 21年3月期 178,900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 5,337,192株 21年3月期第2四半期 5,395,121株

日本プリメックス㈱　jasdaq=2795　平成22年3月期　第2四半期決算短信

－　２　－



［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 
  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気に底入れの兆しが見られ始め、生産は持ち

直しの動きをみせているものの、設備や雇用の余剰感は依然強く、設備投資は低調に推移しました。 

  このような事業環境のなかで、当社グループでは、業績の向上をめざし、営業部門では国内・海外

の顧客との販売関係強化及び幅広い顧客への積極的な販売活動を展開するとともに、工場部門ではオ

リジナル新製品の開発および価格競争力向上のための生産性向上に取り組んでまいりましたが、国

内・海外ともに景気後退の影響が大きく受け受注高は低調に推移してまいりました。この結果、売上

高は、18億 49百万円と前年同四半期と比べ６億 67百万円（26.5%）の減少、利益面につきましては、

諸経費等の節減に取り組んでまいりましたが、売上高の減少、企業間における値引き競争の激化等に

より、営業利益は 43百万円と前年同四半期と比べ 1億 4百万円（70.4%）の減少、経常損失は２百万

円と前年同四半期と比べ２億 22百万円の減少、当四半期純損失は 20百万円と前年同期と比べ 1億 50

百万円の減少となりました。 

 
２.連結財政状態に関する定性的情報 
①財政状態の変動状況 
  当第２四半期連結会計期間末の総資産額は 54億 70百万円となり、前連結会計年度と比較して２億

6 百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少等によるもので
あります。また、負債では、支払手形及び買掛金の減少 44百万円によるものであります。 

  純資産は、利益剰余金 1億 54百万円の減少となりました。 
 
②キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結会計期間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３億 18百万円減少し 10億 9百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

  営業活動によって得られた資金は、92 百万円（前年同期 32 百万円）となりました。これは主とし

て税金等調整前四半期純損失の計上２百万円及び売上債権の減少１億８百万円の一方で、仕入債務の

減少 44百万円、法人税等の支払額 33百万円となったこと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） 

  投資活動により使用した資金は、２億 10百万円（前年同期 57百万円）となりました。これは主と

して定期預金の払戻による収入 12億 43百万円が定期預金の預入による支出 14億 54百万円を下回っ

たことによるものであります。また、有価証券、投資有価証券の取得による支出２億 88 百万円およ

び有価証券の償還による収入２億 88百万円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） 

  財務活動により使用した資金は 1億 45百万円（前年同期 1億 50百万円）であり、これは主として

配当金の支払による支出 1 億 33 百万円、自己株式の取得による支出 6 百万円および、その他（リー
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ス支払額）5百万円の支出によるものであります。 

   
３．連結業績予想に関する定性的情報 
 業績予想につきましては、最近の経済状況を踏まえ修正しております。詳細は、11月 10日に公
表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
 

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） 

   該当事項はありません。 

 

（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                 

   棚卸資産の評価方法  

    棚卸資産の簿価切下げに関しては、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

積り、簿価切下げを行なう方法によっております。 

                            

（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 

    該当事項はありません。  
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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：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 1,983,144 2,090,935 
受取手形及び売掛金 1,019,385 1,127,995 
有価証券 100,000 291,198 
商品及び製品 318,299 284,785 
仕掛品 25,138 21,927 
原材料及び貯蔵品 80,314 99,210 
繰延税金資産 3,048 13,165 
その他 3,648 9,441 
貸倒引当金 △3,643 △2,554 
流動資産合計 3,529,337 3,936,104 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） ※1  372,560 ※1  385,947 

機械装置及び運搬具（純額） ※1  6,074 ※1  7,710 

工具、器具及び備品（純額） ※1  8,368 ※1  8,902 

土地 934,341 934,341 
その他（純額） 76,250 44,906 
有形固定資産合計 1,397,595 1,381,809 

無形固定資産 2,434 2,498 
投資その他の資産   
投資有価証券 394,806 214,102 
繰延税金資産 132,756 127,039 
その他 16,232 25,455 
貸倒引当金 △3,084 △10,378 
投資その他の資産合計 540,710 356,218 

固定資産合計 1,940,740 1,740,526 

資産合計 5,470,077 5,676,630 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 882,655 927,640 
短期借入金 180,000 180,000 
未払法人税等 13,961 34,000 
賞与引当金 24,912 46,266 
その他 79,830 67,796 

流動負債合計 1,181,359 1,255,703 

固定負債   
退職給付引当金 92,926 85,738 
役員退職慰労引当金 90,113 85,501 
その他 43,406 26,935 
固定負債合計 226,446 198,175 

負債合計 1,407,806 1,453,879 
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（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) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 393,997 393,997 
資本剰余金 283,095 283,095 
利益剰余金 3,535,716 3,689,989 
自己株式 △130,151 △123,574 
株主資本合計 4,082,658 4,243,508 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △20,386 △20,756 
評価・換算差額等合計 △20,386 △20,756 

純資産合計 4,062,271 4,222,751 

負債純資産合計 5,470,077 5,676,630 
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(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 2,516,852 1,849,446 
売上原価 1,877,688 1,403,038 
売上総利益 639,164 446,408 

販売費及び一般管理費 ※1  490,583 ※1  402,430 

営業利益 148,581 43,978 

営業外収益   
受取利息 10,316 1,355 
有価証券利息 26,000 4,277 
為替差益 41,328 － 
有価証券償還益 － 11,302 
その他 5,171 4,631 
営業外収益合計 82,815 21,567 

営業外費用   
支払利息 1,035 853 
投資有価証券評価損 9,902 10,306 
為替差損 － 56,047 
その他 205 712 
営業外費用合計 11,142 67,919 

経常利益又は経常損失（△） 220,254 △2,374 

特別利益   
貸倒引当金戻入額 20 － 
特別利益合計 20 － 

特別損失   
固定資産除却損 ※2  55 ※2  359 

貸倒引当金繰入額 － 80 
特別損失合計 55 439 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 220,219 △2,813 

法人税、住民税及び事業税 107,522 13,446 
法人税等調整額 △17,472 4,396 
法人税等合計 90,050 17,842 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 130,168 △20,655 
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(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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 220,219 △2,813 

減価償却費 19,842 17,334 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,932 7,188 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,729 4,611 
賞与引当金の増減額（△は減少） 6,547 △21,353 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,013 △6,204 
受取利息及び受取配当金 △36,316 △17,435 
為替差損益（△は益） △43,845 54,722 
投資有価証券評価損益（△は益） 9,902 10,306 
売上債権の増減額（△は増加） △68,931 108,609 
たな卸資産の増減額（△は増加） △26,867 △17,829 
仕入債務の増減額（△は減少） △86,034 △44,984 
未払消費税等の増減額（△は減少） △9,320 △7,014 
その他 9,578 23,854 
小計 16,446 108,992 

利息及び配当金の受取額 36,568 17,481 
利息の支払額 △1,035 △853 
法人税等の支払額 △19,364 △33,485 
営業活動によるキャッシュ・フロー 32,615 92,135 

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 △350,521 △1,454,124 
定期預金の払戻による収入 300,314 1,243,131 
有形固定資産の取得による支出 △987 △1,935 
有価証券の取得による支出 △191,198 △97,500 
有価証券の償還による収入 － 288,698 
投資有価証券の取得による支出 △178 △190,640 
投資有価証券の償還による収入 300,000 － 
その他 △371 1,742 
投資活動によるキャッシュ・フロー 57,057 △210,628 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
配当金の支払額 △135,209 △133,617 
自己株式の取得による支出 △15,392 △6,577 
その他 － △5,374 

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,602 △145,569 

現金及び現金同等物に係る換算差額 43,845 △54,722 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,084 △318,784 

現金及び現金同等物の期首残高 1,879,454 1,328,420 
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,862,370 ※1  1,009,635 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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) 

 該当事項はありません。 

（5）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間において、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める「プリンタ事業」の割合がいずれも90％を超えているため記載

を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間において、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

店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

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) 

                                 （単位：千円） 

  アメリカ ヨーロッパ アジア その他 計 

Ⅰ.海外売上高 332,452 47,088 39,258 770 419,568 

Ⅱ.連結売上高 ― ― ― ― 2,516,852 

Ⅲ.連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 

     13.2       1.9         1.6       0.0     16.7 

(注) １ 国または地域は、地理的近接度により区分しております。 
２ 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 
(1) アメリカ    アメリカ、カナダ、南米 
(2) ヨーロッパ   イギリス、ドイツ、フランス 
(3) アジア     シンガポール、フィリピン 
(4) その他     オーストラリア、ニュージーランド 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 
 

当第四２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) 

                                 （単位：千円） 

  アメリカ ヨーロッパ アジア その他 計 

Ⅰ.海外売上高 110,557 41,372 15,273 1,004 168,208 

Ⅱ.連結売上高 ― ― ― ― 1,849,446 

Ⅲ.連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 

      6.0       2.3        0.8       0.0 9.1 

(注) １ 国または地域は、地理的近接度により区分しております。 
２ 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 
(1) アメリカ    アメリカ、カナダ、南米 
(2) ヨーロッパ   イギリス、ドイツ、フランス 
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(3) アジア     シンガポール、フィリピン 
(4) その他     オーストラリア、ニュージーランド、アフリカ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 
（6） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 
当第２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) 
  該当事項はありません。 
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６．その他の情報 

１【生産、受注及び販売の状況】 
（1）生産実績 
当第 2四半期連結累計期間における生産実績を製品区分は、次のとおりであります。 

区分 生産高（千円） 前年同四半期比（％） 

ケース入りミニプリンタ     275,922     △ 39.6 

ミニプリンタ関連商品  89,334     21.2 

合 計 365,256 △ 31.3 

(注) １.金額は、製造原価によっております。  

    ２.金額には、消費税等は含まれておりません。   
 
(2) 受注実績 
当第 2四半期連結累計期間における受注高及び受注残高の実績を商品区分ごとに示すと、次のとおりで
あります。 

区分 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（％） 

ミニプリンタメカニズム 177,707 △ 26.4 76,114 △ 30.3 

ケース入りミニプリンタ 940,911 △ 36.4 211,942 △ 40.7 

ミニプリンタ関連商品 393,868 △ 14.7 46,590   13.5 

消耗品 190,837  △ 12.9 13,895 △ 13.5 

大型プリンタ 28,870 △ 41.3 3,750     43.7 

その他 133,354  △ 13.4 27,114 △ 30.5 

合 計 1,865,548 △ 28.4 379,405 △ 32.9 

(注) １.金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(3) 販売実績 
当第2四半期連結累計期間における販売実績を商品区分ごとに示すと、次のとおりであります。      

区分 販売高（千円） 前年同四半期比（％） 

ミニプリンタメカニズム 166,974 △ 20.6 

ケース入りミニプリンタ 922,827 △ 32.7 

ミニプリンタ関連商品 379,312 △ 20.3 

消耗品 189,354 △  14.4 

大型プリンタ 27,982 △ 44.3 

その他  162,997 △  5.5 

合 計 1,849,446 △ 26.5 

(注) １.金額には、消費税等は含まれておりません。 
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