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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 36,597 2.3 1,129 63.7 1,201 19.1 395 △49.8

21年3月期第3四半期 35,770 ― 689 ― 1,008 ― 788 ―

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 10.87 ―

21年3月期第3四半期 21.41 ―

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 47,293 33,085 67.3 874.36
21年3月期 48,574 33,213 66.8 891.03

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  31,838百万円 21年3月期  32,446百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 13.50 ―

22年3月期 
（予想）

13.50 27.00

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 50,000 0.1 1,500 △54.4 1,600 △56.6 700 △65.8 19.22
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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見通し等の将来に関する記述は、当社が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前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する記述は、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 有

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 38,200,910株 21年3月期  38,200,910株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,787,143株 21年3月期  1,786,165株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 36,414,314株 21年3月期第3四半期 36,842,191株
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 当第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）におけるわが国経済は、本年度実施の

追加経済対策などの効果により個人消費の持ち直しの動きがみられるものの、国内における設備投資は官民とも

に減少を続けており、改善の兆しが見えない雇用情勢に加え、デフレの進行などにより依然として厳しい景況が

続いております。 

  

 このような環境の中、当期間における当社の連結業績は、新たに連結対象とした子会社の寄与によりその他事

業の売上が堅調に推移し、取引先へのデータの提供方法を変更したことによる地図データベース関連事業の売上

減少を吸収して、売上高は36,597百万円（前年同期比827百万円増加、2.3％増）となりました。 

 損益面では、増収に加え、地図データベース整備費用の会計処理方法の変更などにより、売上原価は増加いた

しましたが、諸経費の削減効果により、営業利益は1,129百万円（前年同期比439百万円増加、63.7％増）、経常

利益は1,201百万円（前年同期比193百万円増加、19.1％増）、四半期純利益は395百万円（前年同期比393百万円

減少、49.8％減）となりました。なお、四半期純利益が前期に比べ減少した理由といたしましては、前期、特別

利益に投資先の事業再編に伴う投資有価証券売却益を計上しておりました影響等によるものであります。  

   

 【参考】年間売上高に占める四半期売上高の割合 

 
事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりであります。 

  

（地図データベース関連事業） 

 当社の主力事業であります地図データベース関連事業につきましては、国内カーナビゲーション用データの売

上は、ETCによる高速道路料金割引等の経済対策の波及効果により簡易型カーナビゲーションなどの販売の増加

が後押ししたこと、またデータ配信売上は携帯サービスの会員数が増加したことで堅調に推移いたしました。し

かしながら一方で、海外カーナビゲーション用データの提供方法の変更による影響（※）や、住宅地図帳の売上

減少により、当事業の売上高は28,989百万円（前年同期比945百万円減少、3.2％減）となりました。 

 損益面では、地図データベース整備費用の会計処理方法を変更したことなどにより売上原価は増加いたしまし

たが、人件費などの諸経費の削減により、営業利益は1,296百万円（前年同期比961百万円増加、286.9％増）と

なりました。 

【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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（※）当期より取引先への海外カーナビゲーション用データの提供方法を次のように変更しております。 

 従来、海外カーナビゲーション用データは、当社が海外の地図供給会社から仕入れた地図データに各種コ

ンテンツデータを加工し、取引先に提供しておりましたが、当期から取引先が直接地図データを仕入れた

後、当社にてコンテンツデータ等の加工を行うよう変更いたしました。前年同期にはこの提供方法の変更等

による影響額が売上原価に1,242百万円含まれておりますが、当期は売上高も同時に減少いたしますことか

ら、利益面での影響は軽微であります。 

  

（一般印刷関連事業） 

 一般印刷関連事業の売上高は、受注が減少しましたことで3,134百万円（前年同期比492百万円減少、13.6％

減）となり、減収に伴う外注費等の減少はありましたが、営業損失は45百万円（前年同期比131百万円悪化）と

なりました。 

  

（その他事業） 

 その他事業の売上高は、新たに連結対象とした子会社による企業向けノベルティ商品の売上や、モバイル向け

アフィリエイトサービス（ウェブサイトやメールマガジンにおいて、成果報酬型広告を掲載するサービス）の売

上などが加わったことにより、4,473百万円（前年同期比2,265百万円増加、102.6％増）となりました。  

 損益面では、営業利益率が低水準で推移したことに加え、主にグループシナジーを考慮した商品ラインナップ

の見直しにより、商品在庫に対して相応の評価を行いました結果、営業損失は231百万円（前年同期比402百万円

悪化）となりました。 

  

当第３四半期末の財政状態といたしましては、前連結会計年度末（平成21年３月末）と比べ、受取手形及び売

掛金が552百万円増加したものの、有価証券が1,999百万円減少いたしました結果、総資産は47,293百万円（前連

結会計年度末比1,281百万円減少、2.6％減）となりました。 

また、当第３四半期におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。 

  

当第３四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1,424百

万円減少し、4,409百万円（前年同期比797百万円増加）となりました。 

  

（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1,823百万円（前年同期比11百万円減少）であります。これは、減価償却費

2,539百万円、たな卸資産の減少額653百万円等があったものの、法人税等の支払額1,346百万円があったことな

ど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） 

投資活動の結果支出した資金は2,061百万円（前年同期比542百万円増加）であります。これは、有形及び無形

固定資産の取得による支出1,732百万円があったことなど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） 

財務活動の結果支出した資金は1,252百万円（前年同期比711百万円減少）であります。これは、少数株主から

の払込みによる収入729百万円等があったものの、配当金の支払額1,031百万円に加え、長期借入金の返済による

支出892百万円があったことなどによるものであります。      

  

 第４四半期につきましても、当社を取り巻く不透明な経済環境等に変わりがないため、現段階においては、平

成21年５月８日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。  

  

該当事項はありません。   

重要な事項はないため、記載を省略しております。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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（地図データベース整備費用の会計処理方法の変更） 

  当社は、従来、地図データベース整備費用（地図データベースをメンテナンスするための調査費、外注加

工費及び経費ほか）については、製造費用として仕掛品、製品及び売上原価に配賦しておりましたが、第１

四半期連結会計期間より、期間費用として売上原価に計上する方法に変更いたしました。 

  これは、地図データベースに基づく当社の主要品目が、従来の住宅地図帳などの物品販売から、年々、カ

ーナビゲーション用データや携帯サービスなどに移行しつつあることを踏まえ、物品販売を前提とした従来

の処理よりも、データ配信サービスなどの売上を前提とした期間費用処理が実態により合致していると判断

したためであります。 

 この結果、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上原価は310百万円増加し、売上総利益、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は同額減少しております。 

 これによるセグメント情報に与える影響は（５）セグメント情報【事業の種類別セグメント情報】（注）

２に記載しております。    

（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
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 4,707 3,847

受取手形及び売掛金 10,665 10,113

有価証券 51 2,051

たな卸資産 1,648 2,131

その他 2,881 2,738

貸倒引当金 △130 △48

流動資産合計 19,824 20,834

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,570 4,672

土地 8,348 8,326

その他（純額） 1,780 2,226

有形固定資産合計 14,698 15,226

無形固定資産   

のれん 765 －

ソフトウエア 5,510 5,296

その他 938 1,524

無形固定資産合計 7,214 6,820

投資その他の資産   

投資有価証券 2,258 2,284

その他 3,583 3,602

貸倒引当金 △286 △193

投資その他の資産合計 5,555 5,693

固定資産合計 27,468 27,740

資産合計 47,293 48,574
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,550 1,643

短期借入金 2,850 2,440

未払費用 2,528 2,991

未払法人税等 244 971

役員賞与引当金 59 55

その他 2,556 2,550

流動負債合計 9,789 10,653

固定負債   

長期借入金 1,024 1,459

退職給付引当金 1,823 1,878

役員退職慰労引当金 234 236

その他 1,335 1,132

固定負債合計 4,418 4,707

負債合計 14,207 15,360

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,557 6,557

資本剰余金 13,111 13,111

利益剰余金 15,915 16,557

自己株式 △3,416 △3,415

株主資本合計 32,168 32,811

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △160 △200

為替換算調整勘定 △169 △163

評価・換算差額等合計 △329 △364

少数株主持分 1,246 767

純資産合計 33,085 33,213

負債純資産合計 47,293 48,574
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 35,770 36,597

売上原価 20,882 22,562

売上総利益 14,887 14,035

販売費及び一般管理費 14,197 12,905

営業利益 689 1,129

営業外収益   

受取利息 16 6

受取配当金 60 60

不動産賃貸料 119 113

その他 233 153

営業外収益合計 430 333

営業外費用   

支払利息 52 43

デリバティブ評価損 － 126

敷金契約解約損 24 －

その他 34 90

営業外費用合計 111 261

経常利益 1,008 1,201

特別利益   

持分変動利益 － 29

投資有価証券売却益 595 －

その他 0 5

特別利益合計 596 35

特別損失   

固定資産除売却損 37 109

投資有価証券評価損 － 100

特別退職金 40 －

その他 9 9

特別損失合計 88 219

税金等調整前四半期純利益 1,516 1,018

法人税、住民税及び事業税 547 634

法人税等調整額 215 197

法人税等合計 763 832

少数株主損失（△） △35 △209

四半期純利益 788 395
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 1,516 1,018

減価償却費 2,584 2,539

のれん償却額 － 132

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △80 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △190 △55

投資有価証券評価損益（△は益） － 100

デリバティブ評価損益（△は益） － 126

受取利息及び受取配当金 △76 △66

支払利息 52 43

固定資産除売却損益（△は益） 37 108

投資有価証券売却損益（△は益） △595 －

持分変動損益（△は益） － △29

売上債権の増減額（△は増加） 2,714 △330

たな卸資産の増減額（△は増加） △65 653

仕入債務の増減額（△は減少） △386 △364

未払費用の増減額（△は減少） △911 △471

未払消費税等の増減額（△は減少） △219 △59

その他 △185 △204

小計 4,193 3,145

利息及び配当金の受取額 75 66

利息の支払額 △52 △41

法人税等の支払額 △2,382 △1,346

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,834 1,823

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － △297

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,982 △1,732

投資有価証券の取得による支出 △159 －

投資有価証券の売却による収入 604 116

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △163

その他 18 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,518 △2,061

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） 608 481

長期借入金の返済による支出 △562 △892

リース債務の返済による支出 △519 △528

少数株主からの払込みによる収入 － 729

自己株式の取得による支出 △460 －

配当金の支払額 △1,007 △1,031

少数株主への配当金の支払額 △23 △9

その他 1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,964 △1,252

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,735 △1,488

現金及び現金同等物の期首残高 5,346 5,833

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 63

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,611 4,409
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  該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

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

（注）１ 事業区分の方法及び各事業に属する主要な製品の名称 

(1) 事業区分の方法…………………内部管理上採用している区分によっております。 

(2) 各事業に属する主要な製品の名称 

① 地図データベース関連事業…住宅地図帳、応用地図、住宅地図データベース、カーナビゲーシ

ョン用データ 

② 一般印刷関連事業……………一般印刷物 

③ その他事業……………………CAD受託処理、仕入商品、インターネットを中心とした広告代理

事業  

２ 地図データベース整備費用の会計処理方法の変更（当第３四半期連結累計期間）  

「４.その他 (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更」に記載の

とおり、第１四半期連結会計期間より地図データベース整備費用については、期間費用として売上原

価に計上する方法に変更しております。この結果、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の

地図データベース関連事業における営業利益は310百万円減少しております。 

  前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期

間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期

間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（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】

  

地図データ
ベース 
関連事業 
（百万円） 

一般印刷 
関連事業 

(百万円) 

その他 
事業 

(百万円) 

計 
  

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 29,934  3,627  2,208  35,770  －  35,770

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  319  18  337 (337)  －

計  29,934  3,946  2,226  36,107 (337)  35,770

営業利益（△は損失）  335  86  170  592  97  689

  

地図データ
ベース 
関連事業 
（百万円） 

一般印刷 
関連事業 

(百万円) 

その他 
事業 

(百万円) 

計 
  

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 28,989  3,134  4,473  36,597  －  36,597

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 40  315  27  384 (384)  －

計  29,030  3,450  4,501  36,981 (384)  36,597

営業利益（△は損失）  1,296  △45  △231  1,019  109  1,129

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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  該当事項はありません。 

長期経営構想（ZGP2013）で区分した各事業の販売実績  

（注）当期より取引先への海外カーナビゲーション用データの提供方法を変更しております。 

変更内容につきましては３ページ【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 

（地図データベース関連事業）脚注（※）を参照下さい。 

   

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

（事業区分）  

21年３月期 

第３四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

22年３月期 

第３四半期 

連結累計期間

（百万円）

増減額  

（百万円）
増減率 主要な製品 

広告事業  669  684  15 2.3% 各種メディア 

出版事業  6,827  5,836  △990 △14.5% 
住宅地図帳、応用地図、 

仕入商品 

GIS事業  6,363  6,389  25 0.4% 住宅地図データベース 

コンテンツ事業  4,485  5,608  1,122 25.0% 
データ配信サービス、 

３D地図データ 

ITS事業  8,096  9,184  1,087 13.4% 
国内カーナビゲーション用 

データ、３D地図データ 

グローバル事業 

（注）  
 4,413  2,294  △2,118 △48.0% 

海外カーナビゲーション用 

データ、各種海外コンテンツ 

その他事業  4,913  6,600  1,686 34.3% 
一般印刷物、CAD受託処理、 

セールスプロモーション商品等 

合  計  35,770  36,597  827 2.3%   
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