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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 1,041 ― 129 ― 129 ― 62 ―

21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 29.35 ―

21年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 2,316 1,795 77.5 837.87
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3四半期  1,795百万円 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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 2,143,000株 21年3月期第3四半期 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３四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３四半期の数値は記載しておりません。 
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     当第３四半期におけるわが国経済は、経済対策の効果や在庫調整の一巡等により、景気指標の一部に持ち直し

  の兆しが見え始めたものの、企業収益の低迷、設備投資の抑制、雇用環境の悪化等に加え、円高とデフレの進行

  により、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３四半期（９ヶ月）の業績は、売上高が1,041,305千円となり、営業利益では129,312 

   千円、経常利益では129,253千円、四半期純利益では62,895千円となりました。 

     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３四半期の売上高は1,041,305千円となりました。 

    ②基幹業務統合ソフト製造事業   当第３四半期の売上高はありません。 

  

  

   当第３四半期末の流動資産は、現金及び預金が35,022千円減少したこと等により、前事業年度末に比べて 

   4,278千円減少し967,407千円となりました。固定資産は、のれんが47,831千円、投資有価証券が80,317千円増 

   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、110,416千円減少し1,349,279千円となりまし

   た。この結果、資産は前事業年度末に比べて114,694千円減少し2,316,687千円となりました。 

   当第３四半期末の流動負債は、未払法人税等が82,345千円、１年内返済予定の長期借入金が25,738千円減少し 

  たこと等により、前事業年度末に比べて120,277千円減少し292,917千円となりました。固定負債は、長期借入金 

   が50,504千円減少したこと等により37,297千円減少し228,222千円となりました。この結果、負債は前事業年度末

   に比べて157,573千円減少し521,140千円となりました。 

   当第３四半期末の純資産は、四半期純利益を62,895千円確保できたこと等により、前事業年度末に比べて 

 42,879千円増加し1,795,546千円となりました。 

  

  

     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３四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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 452,763 487,785

受取手形及び売掛金 371,188 368,397

商品及び製品 214 30

仕掛品 49,150 37,523

原材料及び貯蔵品 64,012 54,596

繰延税金資産 18,720 18,720

その他 15,329 8,605

貸倒引当金 △3,971 △3,973

流動資産合計 967,407 971,685

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 △628,634 △609,298

建物（純額） 406,481 425,817

機械及び装置 845,962 764,609

減価償却累計額 △596,474 △553,118

機械及び装置（純額） 249,488 211,490

土地 292,208 292,208

その他 204,137 204,775

減価償却累計額 △178,285 △171,836

その他（純額） 25,852 32,939

有形固定資産合計 974,030 962,456

無形固定資産   

のれん 47,831 －

その他 6,215 7,657

無形固定資産合計 54,046 7,657

投資その他の資産   

投資有価証券 251,817 171,500

関係会社株式 － 250,000

繰延税金資産 41,135 41,135

その他 33,962 28,276

貸倒引当金 △5,712 △1,330

投資その他の資産合計 321,202 489,581

固定資産合計 1,349,279 1,459,695

資産合計 2,316,687 2,431,381
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 160,186 161,998

短期借入金 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 76,302 102,040

未払法人税等 － 82,345

賞与引当金 5,500 15,500

その他 30,929 31,310

流動負債合計 292,917 413,194

固定負債   

長期借入金 109,527 160,031

再評価に係る繰延税金負債 3,161 3,161

退職給付引当金 54,821 46,486

役員退職慰労引当金 60,713 55,840

固定負債合計 228,222 265,519

負債合計 521,140 678,713

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 1,548,588 1,515,694

株主資本合計 1,972,388 1,939,494

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,312 △13,298

土地再評価差額金 △173,528 △173,528

評価・換算差額等合計 △176,841 △186,827

純資産合計 1,795,546 1,752,667

負債純資産合計 2,316,687 2,431,381
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,041,305

売上原価 656,026

売上総利益 385,279

販売費及び一般管理費 255,966

営業利益 129,312

営業外収益  

受取利息 1,180

受取配当金 857

受取賃貸料 1,843

その他 886

営業外収益合計 4,767

営業外費用  

支払利息 4,416

その他 410

営業外費用合計 4,827

経常利益 129,253

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 109,638

法人税等 46,743

四半期純利益 62,895
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 330,060

売上原価 207,547

売上総利益 122,513

販売費及び一般管理費 85,245

営業利益 37,268

営業外収益  

受取利息 927

受取配当金 354

受取賃貸料 614

その他 487

営業外収益合計 2,384

営業外費用  

支払利息 1,319

営業外費用合計 1,319

経常利益 38,333

税引前四半期純利益 38,333

法人税等 16,340

四半期純利益 21,992
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 109,638

減価償却費 72,915

のれん償却額 23,915

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） 7,702

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,872

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,795

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,675

受取利息及び受取配当金 △2,038

支払利息 4,416

売上債権の増減額（△は増加） 47,589

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,412

仕入債務の増減額（△は減少） △5,015

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,783

その他 6,378

小計 258,912

利息及び配当金の受取額 1,979

利息の支払額 △3,996

法人税等の支払額 △137,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 119,664

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 △8,000

有形固定資産の取得による支出 △83,621

投資有価証券の取得による支出 △70,880

投資有価証券の売却による収入 608

貸付けによる支出 △7,800

貸付金の回収による収入 14,760

保険積立金の積立による支出 △5,564

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 △160,154

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 △76,242

配当金の支払額 △30,207

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △146,940

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 444,763
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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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