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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11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5月期第2四半期 7,658 △3.9 1,652 △8.7 1,601 △12.4 916 3.0
21年5月期第2四半期 7,966 ― 1,809 ― 1,827 ― 889 ―

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5月期第2四半期 73.98 ―

21年5月期第2四半期 70.54 ―

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5月期第2四半期 14,729 12,529 85.1 1,011.76
21年5月期 14,025 11,758 83.8 949.45

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  12,529百万円 21年5月期  11,758百万円

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5月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00

22年5月期 ― 12.00

22年5月期 
（予想）

― 12.00 24.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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 13,040 5.2 1,820 24.5 1,790 27.2 1,000 51.6 80.75
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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７月２日発表の連結業績予想を修正しておりません。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、多
分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、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。 

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5月期第2四半期 12,936,793株 21年5月期  12,936,793株

② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  552,634株 21年5月期  552,499株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第2四半期 12,384,202株 21年5月期第2四半期 12,605,445株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の景気浮揚策により、生産や

輸出、個人消費に持ち直しの動きが見られましたが、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然と

して厳しい状況にありました。 

 こうした状況のもと、ディスクロージャー印刷に関係が深い株式市場も、大手企業によるエクイティフ

ァイナンス（新株発行を伴う資金調達）が増加するなど回復の兆しも見られましたが、ＩＰＯ（新規上

場）件数は激減した前年同四半期をさらに下回るなど、本格的な回復には至りませんでした。 
(1) 売上高 

当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比308百万円(3.9%)減少し、7,658百万円となりま
した。 
 これを製品区分別に説明いたしますと、次のとおりであります。 
・ 金融商品取引法関連製品につきましては、提出免除や統廃合の影響で有価証券報告書の売上高が減

少し、四半期報告書の件数が増加したものの補うことができず、前年同四半期比119百万円(3.2%)減

少し、3,552百万円となりました。 

・ 会社法関連製品につきましては、株主総会招集通知は横ばいでしたが、株券関係売上の減少を主因

に、前年同四半期比12百万円(0.8%)減少し、1,501百万円となりました。 

・ ＩＲ関連製品につきましては、競争激化の影響で前年同四半期比164百万円(7.0%)減少し、2,194百

万円となりました。 

・ その他製品につきましては、電子公告売上の減少などにより前年同四半期比12百万円(3.0%)減少

し、409百万円となりました。 

(2) 営業利益 
上記の通り、売上高の減少により売上総利益が減少したことにより、営業利益は前年同四半期比156

百万円(8.7%)減少し、1,652百万円となりました。 

(3) 経常利益 
営業外損益は投資事業組合運用損を77百万円計上したことにより、51百万円のマイナスとなり、経常

利益は前年同四半期比226百万円(12.4%)減少し、1,601百万円となりました。 
(4) 四半期純利益 

投資有価証券評価損が前年同四半期の281百万円から1百万円に減少したことにより、税金等調整前四

半期純利益は前年同四半期比47百万円(3.1%)増加し、1,574百万円となり、四半期純利益は前年同四半

期比26百万円(3.0%)増加し、916百万円となりました。 
  
 なお、当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、
第１四半期の売上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。 

  

  

 

・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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(1) 財政状態の変動状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて15.3％増加し、6,943百万円となりました。これは、現金

及び預金が1,449百万円増加し、仕掛品が558百万円減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.7％減少し、7,786百万円となりました。これは、有形固

定資産が88百万円、投資有価証券が93百万円それぞれ減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて5.0％増加し、14,729百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.2％減少し、2,112百万円となりました。これは、未払法

人税等が413百万円増加し、買掛金が271百万円、未払費用が149百万円それぞれ減少したことなどに

よります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて2.4％増加し、86百万円となりました。これは、役員退職

慰労引当金が4百万円増加したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.0％減少し、2,199百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて6.6％増加し、12,529百万円となりました。これは、主

として利益剰余金が767百万円増加したことなどによります。 

  
(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1,449百万円(44.3%)増加し、4,721百万円となりました。  

 当第２四半期連結累計期間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あ

ります。  

（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前年同四半期に比べ169百万円(8.8%)減少し、1,759百万円となり

ました。  

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,574百万円、たな卸資産の減少額568百万円であ

り、支出の主な内訳は、法人税等の支払額303百万円及び仕入債務の減少額271百万円でありま

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前年同四半期に比べ86百万円(34.6%)減少し、162百万円となりま

した。 収入の主な内訳は、投資事業組合からの分配による収入22百万円であり、支出の主な内訳

は、有形・無形固定資産の取得による支出178百万円であります。 

（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前年同四半期に比べ606百万円(80.4%)減少し、148百万円となり

ました。  

 これは、主に配当金の支払額148百万円であります。 
  

当社の主要事業である、ディスクロージャー印刷に関係が深い株式市場の先行きも依然として不透明で

あり、ＩＰＯの低迷や事業再編に伴う上場廃止会社数の増加等、厳しい状況が予想されます。 

 当社は、営業努力による継続開示書類の増加や金融機関等のエクイティファイナンスの受注を見込んで

おりますが、不確定要素もありますので、平成21年７月２日発表の平成22年５月期の通期の連結業績予想

に変更はありません。 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

・棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結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、前連結会計年度末

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。 

・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。 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

  

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

①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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
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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11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,391,842 2,942,812

受取手形及び売掛金 1,846,687 1,815,250

有価証券 337,224 334,120

仕掛品 244,255 803,201

原材料及び貯蔵品 30,896 40,380

繰延税金資産 92,096 67,698

その他 9,277 27,010

貸倒引当金 △9,228 △8,555

流動資産合計 6,943,051 6,021,918

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,038,372 3,037,866

減価償却累計額 △1,976,580 △1,948,629

建物及び構築物（純額） 1,061,792 1,089,237

機械装置及び運搬具 1,934,652 2,060,493

減価償却累計額 △1,541,391 △1,612,046

機械装置及び運搬具（純額） 393,260 448,447

土地 3,186,649 3,186,649

その他 337,912 351,005

減価償却累計額 △278,076 △285,761

その他（純額） 59,836 65,244

有形固定資産合計 4,701,539 4,789,578

無形固定資産   

ソフトウエア 843,256 865,465

その他 40,992 46,223

無形固定資産合計 884,249 911,689

投資その他の資産   

投資有価証券 1,700,582 1,794,321

繰延税金資産 182,053 154,986

前払年金費用 104,281 160,342

その他 231,011 207,677

貸倒引当金 △17,482 △15,492

投資その他の資産合計 2,200,446 2,301,836

固定資産合計 7,786,234 8,003,104

資産合計 14,729,285 14,025,022
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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11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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 395,353 666,454

未払法人税等 731,784 317,970

未払費用 751,778 901,454

役員賞与引当金 12,830 25,660

その他 220,851 270,344

流動負債合計 2,112,597 2,181,884

固定負債   

退職給付引当金 － 1,991

役員退職慰労引当金 86,935 82,869

固定負債合計 86,935 84,861

負債合計 2,199,532 2,266,746

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,049,318 2,049,318

資本剰余金 1,998,941 1,998,941

利益剰余金 9,116,374 8,348,764

自己株式 △558,154 △558,043

株主資本合計 12,606,480 11,838,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △76,727 △80,705

評価・換算差額等合計 △76,727 △80,705

純資産合計 12,529,753 11,758,276

負債純資産合計 14,729,285 14,025,022
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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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 7,966,713 7,658,426

売上原価 4,036,701 3,910,130

売上総利益 3,930,011 3,748,296

販売費及び一般管理費   

販売促進費 100,208 112,420

運賃及び荷造費 130,675 113,730

役員報酬 58,710 62,650

給料及び手当 1,075,522 1,083,164

役員賞与引当金繰入額 12,820 12,830

退職給付引当金繰入額 39,232 66,788

役員退職慰労引当金繰入額 7,652 4,065

福利厚生費 212,916 216,161

修繕維持費 38,091 21,537

租税公課 31,485 29,489

減価償却費 43,145 44,109

賃借料 63,201 62,381

その他 306,806 266,307

販売費及び一般管理費合計 2,120,467 2,095,636

営業利益 1,809,543 1,652,659

営業外収益   

受取利息 3,859 1,310

受取配当金 11,965 11,387

不動産賃貸料 － 7,012

その他 18,003 7,645

営業外収益合計 33,828 27,356

営業外費用   

支払利息 895 33

投資事業組合運用損 3,956 77,948

その他 10,559 770

営業外費用合計 15,411 78,751

経常利益 1,827,961 1,601,264
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 7,600 107

特別利益合計 7,600 107

特別損失   

固定資産売却損 － 527

固定資産除却損 3,399 20,184

投資有価証券売却損 1,000 －

投資有価証券評価損 281,808 1,084

施設利用権評価損 － 1,350

貸倒引当金繰入額 15,871 3,974

その他の投資評価損 6,589 －

特別損失合計 308,668 27,121

税金等調整前四半期純利益 1,526,893 1,574,249

法人税、住民税及び事業税 816,240 712,222

法人税等調整額 △178,574 △54,193

法人税等合計 637,666 658,028

四半期純利益 889,226 916,221
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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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11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 1,526,893 1,574,249

減価償却費 249,078 244,130

引当金の増減額（△は減少） 6,608 △8,093

受取利息及び受取配当金 △15,825 △12,698

支払利息 895 33

売上債権の増減額（△は増加） △181,974 △33,426

たな卸資産の増減額（△は増加） 548,851 568,429

仕入債務の増減額（△は減少） △233,447 △271,101

未払費用の増減額（△は減少） △143,310 △149,676

投資有価証券評価損益（△は益） 281,808 1,084

投資事業組合運用損益（△は益） － 77,948

その他 78,264 59,529

小計 2,117,841 2,050,408

利息及び配当金の受取額 15,726 12,698

利息の支払額 △895 △33

法人税等の支払額 △202,846 △303,090

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,929,827 1,759,983

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △19,315 △33,895

無形固定資産の取得による支出 △183,843 △144,558

投資有価証券の取得による支出 △76,415 △7,096

投資有価証券の売却による収入 10,600 2,473

投資事業組合からの分配による収入 25,069 22,183

その他 △4,664 △1,665

投資活動によるキャッシュ・フロー △248,569 △162,558

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） △100,000 －

配当金の支払額 △153,928 △148,055

自己株式の取得による支出 △501,293 △110

その他 77 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △755,144 △148,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 926,113 1,449,258

現金及び現金同等物の期首残高 2,886,643 3,272,432

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,812,756 4,721,691
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

   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６月１日 至 平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累
計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

［事業の種類別セグメント情報］ 

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の付帯業務の単一事業であ
ります。従いまして、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。 
  

［所在地別セグメント情報］ 

 在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

［海外売上高］ 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11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

(5) セグメント情報

(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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当社グループにおいて、開示対象となる事業の種類別セグメントはありませんので製品区分別に記載し

ております。 

①生産実績     

生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
②受注実績 

受注実績を製品区分別に示すと、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。 

  
③販売実績 

販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績の10％以上を占める販売顧客に該当するものはありません。 

  
  
  

  

6. その他の情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

製品区分

前第２四半期連結累計期間
自 平成20年６月１日 
至 平成20年11月30日

当第２四半期連結累計期間
自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日

比較増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金融商品取引法関連 3,671,797 46.1 3,552,498 46.4 △119,298 △3.2

会社法関連 1,514,349 19.0 1,501,914 19.6 △12,435 △0.8

ＩＲ関連 2,358,786 29.6 2,194,723 28.7 △164,062 △7.0

その他 421,779 5.3 409,290 5.3 △12,489 △3.0

合計 7,966,713 100.0 7,658,426 100.0 △308,286 △3.9

製品区分

前第２四半期連結累計期間
自 平成20年６月１日 
至 平成20年11月30日

当第２四半期連結累計期間
自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日

比較増減

受注高(千円)
受注残高
（千円）

受注高(千円)
受注残高
（千円）

受注高(千円)
受注残高
（千円）

金融商品取引法関連 3,098,533 289,548 3,015,658 193,954 △82,875 △95,593

会社法関連 532,926 57,748 528,615 40,955 △4,310 △16,793

ＩＲ関連 1,604,675 420,050 1,375,666 340,128 △229,008 △79,922

その他 435,832 119,982 351,101 24,348 △84,730 △95,634

合計 5,671,966 887,330 5,271,042 599,387 △400,924 △287,943

製品区分

前第２四半期連結累計期間
自 平成20年６月１日 
至 平成20年11月30日

当第２四半期連結累計期間
自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日

比較増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金融商品取引法関連 3,671,797 46.1 3,552,498 46.4 △119,298 △3.2

会社法関連 1,514,349 19.0 1,501,914 19.6 △12,435 △0.8

ＩＲ関連 2,358,786 29.6 2,194,723 28.7 △164,062 △7.0

その他 421,779 5.3 409,290 5.3 △12,489 △3.0

合計 7,966,713 100.0 7,658,426 100.0 △308,286 △3.9
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