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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 2,731 △15.4 △11 ― △6 ― △14 ―

21年3月期第3四半期 3,227 ― △85 ― △77 ― 27 ―

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 △3.06 ―

21年3月期第3四半期 5.67 ―

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 4,900 3,920 79.9 810.00
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3四半期  3,920百万円 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  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 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3四半期 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3四半期  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3四半期 4,839,690株 21年3月期第3四半期 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 

 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。 

ｶﾜｾｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻﾌﾟﾗｲ㈱(7851)平成22年３月期第３四半期決算短信(非連結)

－2－



当第３四半期累計期間のわが国の経済は、昨年来の世界景気の落ち込みによる大幅な悪化の後、最悪期
を脱し持ち直しの傾向にあると判断しておりますが、経済活動の水準は低く、自律的回復力はなお弱い状
況で推移いたしました。 
 ビジネスフォーム業界におきましても、景気低迷による需要の減退に加え、オフィス周りの電子化の加
速の影響により、帳票の需要減少に歯止めがかからず、厳しい経営環境が続いております。 
 このような状況下、営業におきまして情報処理案件の獲得を中心とした提案型営業の展開と、既存先の
新部署開拓、ニーズの掘り起こし及び、中央官庁をはじめ市区町村、外郭団体などの開拓を中心に活動い
たしました。 
 生産におきましては、情報センターの生産効率の向上と内製化促進、今期より導入する高速フルカラー
プリンターの稼動に向け、体制構築等を中心に活動いたしました。 
 業績につきましては、引き続き経営環境が厳しく、需要の見込める首都圏を中心に営業活動を展開いた
しましたが、当第３四半期累計期間の売上高は2,731百万円（前年第３四半期累計期間比15.4％減）、経
常損失6百万円（前年第３四半期累計期間は77百万円の経常損失）、四半期純損失14百万円（前年第３四
半期累計期間は27百万円の四半期純利益）となりました。 
  
  

  

(1)財政状態の変動状況 
当第３四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183百万円減少し、2,369百万円とな

りました。これは主に「現金及び預金」が300百万円減少したこと及び「受取手形及び売掛金」が139百
万円増加したことによるものです。固定資産は前事業年度末より91百万円減少し、2,531百万円となり
ました。これは主に「有形固定資産」が95百万円増加し、投資その他の資産が214百万円減少したこと
によるものです。 
 流動負債は前事業年度末と比べ56百万円減少し、717百万円となりました。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168百万円減少し、263百万円と
なりました。これは主に役員退職慰労引当金が352百万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49百万円減少し、3,920百万円となりました。これは主に利益剰余
金が63百万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３四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312百万円、財務活動により

125百万円の支出となりましたが、投資活動により51百万円の収入となった結果、前事業年度末より388
百万円減少し1,240百万円となりました。  

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四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352百

万円、減価償却費178百万円、売上債権の増加額139百万円が大きな収支要因となり、312百万円の支出

となりました。  

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の払戻による収入338百

万円及び投資有価証券の取得による支出150百万円、定期預金の預入による支出80百万円が主たる収支

要因となり、51百万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３四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、125百万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21年11月12日に開示した業績予想につきまして現時点における修正はありません。 

  

該当事項はありません。 

表示方法の変更 
①前第３四半期累計期間において、営業外収益に区分掲記していた「保険解約返戻金」は、営業外収益

総額の100分の20に満たないため、当第３四半期累計期間では営業外収益の「その他」に含めて表示
しております。なお、当第３四半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「保険解約返戻
金」は5,051千円であります。 

②前第３四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３四半期会計
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３四半期会計期間の「保険積立金」は、154,513千
円、「貸倒引当金」は△13,478千円であります。 

③前第３四半期会計期間において、営業外収益に独立掲記していた「受取賃貸料」は、営業外収益総額
の100分の20を満たないため、当第３四半期会計期間では営業外収益の「その他」に含めて表示して
おります。なお、当第３四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
1,642千円であります。 

  

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 1,510,907 1,811,803

受取手形及び売掛金 646,855 507,724

有価証券 52,147 36,735

商品及び製品 50,811 36,715

仕掛品 13,863 20,670

原材料及び貯蔵品 33,309 36,135

その他 61,250 103,649

貸倒引当金 △137 △1,062

流動資産合計 2,369,008 2,552,371

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 566,026 605,676

土地 539,125 539,125

その他（純額） 713,132 578,370

有形固定資産合計 1,818,284 1,723,173

無形固定資産 76,294 47,933

投資その他の資産 637,161 851,897

固定資産合計 2,531,740 2,623,004

資産合計 4,900,749 5,175,375

負債の部   

流動負債   

買掛金 182,047 178,240

短期借入金 366,000 418,000

未払法人税等 7,200 3,449

賞与引当金 19,968 42,643

その他 142,321 131,640

流動負債合計 717,539 773,972

固定負債   

長期借入金 6,000 18,000

退職給付引当金 36,348 45,944

役員退職慰労引当金 15,255 367,479

その他 205,438 300

固定負債合計 263,042 431,724

負債合計 980,581 1,205,697
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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) 

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 1,591,982 1,655,177

自己株式 △79,948 △79,948

株主資本合計 3,911,338 3,974,533

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,828 △4,855

評価・換算差額等合計 8,828 △4,855

純資産合計 3,920,167 3,969,678

負債純資産合計 4,900,749 5,175,375
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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）

前第３四半期累計期間 
(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 3,227,902 2,731,078

売上原価 2,564,606 2,087,388

売上総利益 663,296 643,689

販売費及び一般管理費 748,333 655,039

営業損失（△） △85,036 △11,350

営業外収益   

受取利息 2,617 5,223

受取配当金 1,818 1,223

保険解約返戻金 4,673 －

その他 6,055 25,265

営業外収益合計 15,165 31,712

営業外費用   

支払利息 4,523 6,134

有価証券売却損 － 3,722

投資有価証券評価損 － 15,842

その他 2,956 868

営業外費用合計 7,479 26,568

経常損失（△） △77,351 △6,206

特別利益   

固定資産売却益 245,883 －

貸倒引当金戻入額 44 925

保険解約返戻金 － 29,936

退職給付制度終了益 － 1,347

その他 2,425 －

特別利益合計 248,353 32,209

特別損失   

固定資産売却損 5,698 －

固定資産除却損 31,936 1,878

投資有価証券売却損 － 1,895

投資有価証券評価損 22,179 3,262

本社移転費用 － 6,390

工場移転関連損失 8,421 －

会員権評価損 8,460 －

貸倒引当金繰入額 855 －

特別損失合計 77,550 13,426

税引前四半期純利益 93,451 12,576

法人税、住民税及び事業税 35,410 7,185

法人税等調整額 30,618 20,189

法人税等合計 66,028 27,374

四半期純利益又は四半期純損失（△） 27,422 △14,797
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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 1,169,844 994,132

売上原価 828,104 738,966

売上総利益 341,740 255,165

販売費及び一般管理費 258,742 211,068

営業利益 82,997 44,097

営業外収益   

受取利息 673 2,867

受取配当金 718 510

受取賃貸料 1,777 －

受取補償金 － 5,000

その他 1,048 7,190

営業外収益合計 4,218 15,569

営業外費用   

支払利息 1,484 3,578

有価証券売却損 － 3,722

投資有価証券評価損 － 6,601

支払補償費 608 －

その他 636 56

営業外費用合計 2,729 13,958

経常利益 84,486 45,707

特別利益   

固定資産売却益 241,923 －

貸倒引当金戻入額 267 －

その他 2,425 －

特別利益合計 244,615 －

特別損失   

固定資産除却損 149 －

投資有価証券評価損 15,338 1,480

会員権評価損 685 －

貸倒引当金繰入額 2,775 －

特別損失合計 18,948 1,480

税引前四半期純利益 310,153 44,226

法人税、住民税及び事業税 32,306 2,958

法人税等調整額 107,432 14,090

法人税等合計 139,739 17,048

四半期純利益 170,414 27,178
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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３四半期累計期間 
(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 93,451 12,576

減価償却費 168,529 178,945

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,455 △844

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,284 △22,674

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,193 △9,596

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,237 △352,223

受取利息及び受取配当金 △4,435 △6,447

支払利息 4,523 6,134

有形固定資産売却損益（△は益） △240,504 －

無形固定資産売却損益（△は益） 318 －

有形固定資産除却損 31,936 1,878

会員権評価損 8,460 －

有価証券売却損益（△は益） － 3,722

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） 22,179 19,104

保険解約損益（△は益） △4,258 △29,936

売上債権の増減額（△は増加） 76,032 △139,130

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,050 △4,463

仕入債務の増減額（△は減少） 30,820 3,807

その他 △24,748 26,516

小計 137,946 △310,734

利息及び配当金の受取額 4,055 4,617

利息の支払額 △4,359 △6,025

法人税等の支払額 △13,661 △5,055

法人税等の還付額 23,803 4,825

営業活動によるキャッシュ・フロー 147,784 △312,371
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（単位：千円）

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

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

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 － △80,000

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 △293,718 △44,809

有形固定資産の売却による収入 726,190 －

無形固定資産の取得による支出 △12,998 △53,400

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 △7,491 △150,703

保険積立金の積立による支出 △15,823 △13,017

保険積立金の払戻による収入 23,878 338,338

会員権の取得による支出 △4,100 －

その他 9,409 26,373

投資活動によるキャッシュ・フロー 431,393 51,512

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） △98,000 △50,000

長期借入金の返済による支出 △14,400 △14,000

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 － △12,788

配当金の支払額 △48,051 △48,407

財務活動によるキャッシュ・フロー △160,652 △125,196

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △2,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 418,524 △388,778

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 1,487,324 1,240,907
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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３四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３四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３四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 1,333,619 △14.7

情報処理事業 914,465 △13.7

合計 2,248,084 △14.3

(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 1,285,497 △11.8 87,097 18.2

情報処理事業 914,465 △13.7 － －

合計 2,199,963 △12.6 87,097 18.2

(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 1,816,612 △16.2

情報処理事業 914,465 △13.7

合計 2,731,078 △15.4

相手先

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

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

445,932 13.8 485,478 17.8
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