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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 1,736 △15.6 △55 ― △51 ― △41 ―

21年3月期第2四半期 2,058 ― △168 ― △162 ― △142 ―

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 △8.67 ―

21年3月期第2四半期 △29.54 ―

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 4,867 3,884 79.8 802.62
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2四半期  3,884百万円 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

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 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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  有  
 

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 3,600 △10.6 △16 ― △12 ― 5 △94.9 1.03
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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  無  

(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 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2四半期  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2四半期 4,839,690株 21年3月期第2四半期 4,839,984株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.平成21年５月15日に公表しました業績予想は、本資料において修正しております。業績予想の具体的修 
正内容は、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
2.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４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。 

－2－

カワセコンピュータサプライ㈱（7851）平成22年３月期第２四半期決算短信（非連結）



当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年のリーマン・ブラザーズの破綻以降の世界経済の悪
化に底打ちの兆しが見られ、企業の景況感には、製造業大企業を中心に改善の動きが見られます。しか
し、引き続き厳しい雇用・所得環境や将来に対する悲観的な見方を反映して、今後の景気動向については
依然として不透明な状況にあります。 
 ビジネスフォーム業界におきましても、景気の悪化を受けての使用量の減少や価格の見直し、業務見直
しによる需要の減少等厳しい状況が続いております。 
 このような環境の中で、当社は、需要の見込める首都圏、とりわけ中央官庁中心の営業を展開し新規取
引先、既存取引先の新たな部署の開拓を中心に活動を行いましたが、総需要の減少やそれによる業者間の
競争による価格の下落は予想以上に厳しいものがありました。 
 生産部門におきましては昨年操業を開始した情報センターの生産体制が軌道に乗りつつあり、生産コス
トの軽減を図ることができましたが、売上の落ち込みを吸収するまでには至りませんでした。 
 業績につきましては、総需要の減少の影響を受け当第２四半期累計期間の売上高は1,736百万円（前年
同期比15.6%減）にとどまり、経常損失51百万円（前第２四半期は162百万円の経常損失）、四半期純損失
41百万円（前第２四半期は142百万円の純損失）となりました。  

  

(1)財政状態の変動状況 
当第２四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236百万円減少し、2,316百万円とな

りました。これは主に現金及び預金が263百万円減少したことによるものです。固定資産は前事業年度
末より72百万円減少し、2,550百万円となりました。これは主に「有形固定資産 その他」（主として
リース資産）が173百万円増加し、投資その他の資産が218百万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64百万円減少し、709百万円となりました。これは主に短期借入金が
52百万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158百万円減少し、273百万円と
なりました。これは主に「固定負債 その他」（主としてリース債務）が212百万円増加し、役員退職
慰労引当金が354百万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85百万円減少し、3,884百万円となりました。これは主に利益剰余
金が90百万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２四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344百万円、財務活動により

114百万円を要しましたが、投資活動により222百万円の収入となった結果、前事業年度末より237百万
円減少し1,392百万円となりました。  

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは役員退職慰労引当金の減少額354百万

円、減価償却費114百万円、売上債権の増加額46百万円等が大きな収支要因となり、344百万円の支出と

なりました。  

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四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338百万

円と投資有価証券の取得による支出100百万円が主たる収支要因となり、222百万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２四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48百万円を主たる要因として、114百万円の支出となりました。 

  

・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
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平成22年3月期の業績見通しにつきましては、売上高は総需要の減少や業者間の競争激化等による価格
の下落に伴い減収は避けられませんが、他方、官公庁の大口案件獲得等による増収要因もあり、現時点で
は3,600百万円を見込んでおります。利益につきましては、情報センターへの製造拠点集約化効果による
コスト改善はありますが、売上高の減少のカバーに至らず当初予想を大きく下回る見込みです。通期の営
業利益は16百万円の損失、経常利益は12百万円の損失、当期純利益は5百万円を見込んでおります。 

  

該当事項はありません。 

表示方法の変更 
①前第２四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取賃貸料」は、営業外収

益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期累計期間では区分掲記することとしております。な
お、前第２四半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は555千円でありま
す。 

②前第２四半期会計期間において独立掲記していた「保険積立金」につきましては、当第２四半期会計
期間において金額的重要性が少なくなったため、貸倒引当金と合わせ一括して「投資その他の資産」
で表示する方法に変更しております。なお、当第２四半期会計期間の「保険積立金」は、151,322千
円、「貸倒引当金」は△13,478千円であります。 

③前第２四半期会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取賃貸料」は、営業外収
益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期会計期間では区分掲記することとしております。な
お、前第２四半期会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は277千円でありま
す。 

④前第２四半期会計期間において営業外収益に表示していた「受取補償金」は、当第２四半期会計期間
において営業外収益総額の100分の20に満たないため、当第２四半期会計期間より営業外収益の「そ
の他」で表示しております。なお、当第２四半期会計期間において、営業外収益の「その他」に含ま
れる「受取補償金」は416千円であります。 

  

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 1,548,425 1,811,803

受取手形及び売掛金 554,023 507,724

有価証券 36,023 36,735

商品及び製品 45,257 36,715

仕掛品 29,283 20,670

原材料及び貯蔵品 30,801 36,135

その他 72,666 103,649

貸倒引当金 △117 △1,062

流動資産合計 2,316,364 2,552,371

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 580,255 605,676

土地 539,125 539,125

その他（純額） 752,065 578,370

有形固定資産合計 1,871,446 1,723,173

無形固定資産 46,150 47,933

投資その他の資産 633,236 851,897

固定資産合計 2,550,833 2,623,004

資産合計 4,867,198 5,175,375

負債の部   

流動負債   

買掛金 164,124 178,240

短期借入金 366,000 418,000

未払法人税等 7,477 3,449

賞与引当金 46,515 42,643

その他 125,571 131,640

流動負債合計 709,688 773,972

固定負債   

長期借入金 10,000 18,000

退職給付引当金 37,014 45,944

役員退職慰労引当金 13,228 367,479

その他 212,813 300

固定負債合計 273,056 431,724

負債合計 982,745 1,205,697
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（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) 

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 1,564,804 1,655,177

自己株式 △79,948 △79,948

株主資本合計 3,884,160 3,974,533

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 292 △4,855

評価・換算差額等合計 292 △4,855

純資産合計 3,884,452 3,969,678

負債純資産合計 4,867,198 5,175,375
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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）

前第２四半期累計期間 
(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 2,058,058 1,736,945

売上原価 1,736,502 1,348,422

売上総利益 321,556 388,523

販売費及び一般管理費 489,813 443,991

営業損失（△） △168,257 △55,467

営業外収益   

受取利息 1,943 2,355

受取配当金 1,100 713

保険解約返戻金 4,669 5,051

受取賃貸料 － 3,448

その他 3,368 4,895

営業外収益合計 11,081 16,464

営業外費用   

支払利息 3,039 2,556

投資有価証券評価損 － 9,241

その他 1,846 1,133

営業外費用合計 4,885 12,930

経常損失（△） △162,061 △51,933

特別利益   

固定資産売却益 3,960 －

貸倒引当金戻入額 1,920 945

保険解約返戻金 － 29,936

退職給付制度終了益 － 1,347

特別利益合計 5,880 32,229

特別損失   

固定資産売却損 5,698 －

固定資産除却損 31,786 1,878

投資有価証券売却損 － 1,895

投資有価証券評価損 6,840 1,781

本社移転費用 － 6,390

工場移転関連損失 8,421 －

会員権評価損 7,775 －

特別損失合計 60,521 11,945

税引前四半期純損失（△） △216,702 △31,649

法人税、住民税及び事業税 3,103 4,227

法人税等調整額 △76,814 6,099

法人税等合計 △73,710 10,326

四半期純損失（△） △142,991 △41,976
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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 944,926 821,853

売上原価 828,228 619,473

売上総利益 116,698 202,379

販売費及び一般管理費 245,296 211,270

営業損失（△） △128,598 △8,890

営業外収益   

受取利息 1,021 2,006

受取配当金 235 132

受取賃貸料 － 1,670

受取補償金 880 －

その他 1,581 1,833

営業外収益合計 3,718 5,642

営業外費用   

支払利息 1,601 1,343

投資有価証券評価損 － 9,241

その他 1,115 1,033

営業外費用合計 2,716 11,618

経常損失（△） △127,596 △14,866

特別利益   

固定資産売却益 327 －

貸倒引当金戻入額 272 12

退職給付制度終了益 － 1,347

特別利益合計 599 1,360

特別損失   

固定資産売却損 5,698 －

固定資産除却損 8,486 798

投資有価証券売却損 － 237

投資有価証券評価損 6,840 1,781

工場移転関連損失 5,239 －

会員権評価損 7,775 －

特別損失合計 34,039 2,817

税引前四半期純損失（△） △161,035 △16,323

法人税、住民税及び事業税 507 2,153

法人税等調整額 △57,233 16,382

法人税等合計 △56,725 18,536

四半期純損失（△） △104,309 △34,860
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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２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △216,702 △31,649

減価償却費 99,869 114,624

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,963 △864

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,974 3,872

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,139 △8,930

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,233 △354,250

受取利息及び受取配当金 △3,044 △3,068

支払利息 3,039 2,556

有形固定資産売却損益（△は益） 1,419 －

無形固定資産売却損益（△は益） 318 －

有形固定資産除却損 31,786 1,878

会員権評価損 7,775 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,895

投資有価証券評価損益（△は益） 6,840 11,023

保険解約損益（△は益） △4,387 △29,936

売上債権の増減額（△は増加） △51,823 △46,298

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,525 △11,821

仕入債務の増減額（△は減少） 16,373 △14,115

その他 △60,179 21,185

小計 △185,858 △343,901

利息及び配当金の受取額 3,038 1,547

利息の支払額 △3,261 △2,934

法人税等の支払額 △4,214 △4,465

法人税等の還付額 23,718 4,825

営業活動によるキャッシュ・フロー △166,578 △344,928

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 20,000

有価証券の売却による収入 5,902 8,728

有形固定資産の取得による支出 △199,279 △35,005

有形固定資産の売却による収入 156,626 －

無形固定資産の取得による支出 △477 △21,900

無形固定資産の売却による収入 143 －

投資有価証券の取得による支出 △7,090 △100,499

保険積立金の積立による支出 △10,844 △9,775

保険積立金の払戻による収入 18,280 338,288

その他 8,853 22,581

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,884 222,417
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（単位：千円）

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

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

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） △62,000 △50,000

長期借入金の返済による支出 △9,600 △10,000

自己株式の取得による支出 △200 －

リース債務の返済による支出 － △6,116

配当金の支払額 △47,988 △48,398

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,789 △114,515

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △314,252 △237,347

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 754,547 1,392,339
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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当第２四半期累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２四半期累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２四半期累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 880,227 △18.9

情報処理事業 529,888 △6.6

合計 1,410,115 △14.7

(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 821,583 △22.7 72,685 △59.9

情報処理事業 529,888 △6.6 － －

合計 1,351,471 △17.1 72,685 △59.9

(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 1,207,057 △19.0

情報処理事業 529,888 △6.6

合計 1,736,945 △15.6

相手先

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

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

297,778 14.5 313,310 18.0
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