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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 2,708 △22.7 △210 ― △218 ― △243 ―
21年12月期第1四半期 3,502 ― △83 ― △96 ― △218 ―

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12月期第1四半期 △17.93 ―
21年12月期第1四半期 △16.02 ―

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12月期第1四半期 12,342 5,616 45.5 412.79
21年12月期 12,191 5,879 48.2 432.13

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  5,616百万円 21年12月期  5,879百万円

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12月期 ― ― ― 4.00 4.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
― ― 8.00 8.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

6,367 △16.2 51 △85.5 35 △89.3 2 △99.0 0.15

通期 13,935 △2.5 284 △8.0 250 △4.0 214 110.2 15.73
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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、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。 

(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） 

（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) 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12月期第1四半期 13,906,823株 21年12月期  13,906,823株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  300,295株 21年12月期  300,295株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 13,606,528株 21年12月期第1四半期 13,610,205株

※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予想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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については３
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ください。 
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定性的情報・財務諸表等 

 

1. 経営成績に関する定性的情報 

 

  当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、一部製造業など緩やかな回復傾向が見られるものの民

間設備投資や雇用・所得環境は依然として厳しく、デフレの影響も懸念されるなど先行き不透明な状況

が続きました。 

 このような厳しい経営環境の中、当社は業容の拡大と業績の確保を目指してまいりましたが、売上高

は 2,708 百万円となりました。 

  部門別売上高の状況につきましては、漢字プリンタ・システムは 1,758 百万円（前年同四半期比 31.5％

減）、広告制作プリンタは 412 百万円（同比 0.4％増）、ネットワーク機器及びその他は 54 百万円（同比

44.1％増）、技術サービス等収入 482 百万円（同比 0.8％減）となりました。 

  利益面につきましては、減収により売上総利益が 896 百万円（同比 17.0％減）となり、その結果営業

損失は 210 百万円（前年同四半期は営業損失 83 百万円）、経常損失は 218 百万円（同 経常損失は 96

百万円）、四半期純損失は 243 百万円（同 四半期純損失は 218 百万円）となりました。 

 

2. 財政状態に関する定性的情報 

 

  当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ 151 百万円増加し 12,342 百万円と

なりました。うち流動資産は、受取手形及び売掛金が同538百万円減少の4,467百万円となりましたが、

製品が 653 百万円増加の 2,532 百万円となったこと等から、同 192 百万円増加し 10,148 百万円となり

ました。また、固定資産は同 41 百万円減少し 2,193 百万円となりました。 

 負債合計は、前事業年度末に比べ 414 百万円増加し 6,725 百万円となりました。うち流動負債は、支

払手形及び買掛金が同 659 百万円増加の 2,852 百万円となったこと等から、同 853 百万円増加し 5,393

百万円となりました。固定負債は、長期借入金が同 272 百万円減少の 376 百万円となったこと等から、

同 439 百万円減少し 1,332 百万円となりました。 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ 263 百万円減少し 5,616 百万円となりました。これは利益剰余金

が同 298 百万円 減少の 174 百万円となったこと等によるものです。 

 （キャッシュフローの状況） 

当第１四半期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、前事業年度末に

比べ 507 百万円減少し、2,267 百万円となりました。 

 当第１四半期累計期間中における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

(1)営業キャッシュ・フロー 

  営業活動によって獲得した資金は 416 百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失 242 百

万円、たな卸資産の増加額 642 百万円等により資金を使用しましたが、売上債権の減少額 537 百万円、

仕入債務の増加額 659 百万円等により資金を獲得したことによるものです。 

 (2)投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動によって使用した資金は 9百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出

によるものです。 

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動によって使用した資金は 340 百万円となりました。これは主に借入金の返済による支出に

よるものであります。 

 

3. 業績予想に関する定性的情報 

 

 平成 22 年 12 月期の業績予想につきましては、平成 22 年４月 26 日に公表いたしました「業績予想の

修正に関するお知らせ」の記載から変更はありません。 
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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 

（簡便な会計処理） 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。 

 

(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 
    該当事項はありません。 
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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１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,418,648 2,352,372

受取手形及び売掛金 4,467,746 5,006,421

有価証券 29,972 19,973

製品 2,532,410 1,879,110

仕掛品 11,833 11,111

その他 696,219 696,527

貸倒引当金 △8,488 △9,512

流動資産合計 10,148,342 9,956,004

固定資産   

有形固定資産 989,925 1,039,391

無形固定資産 80,704 88,324

投資その他の資産 1,123,208 1,107,452

固定資産合計 2,193,838 2,235,168

資産合計 12,342,181 12,191,173

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,852,709 2,192,898

短期借入金 1,107,000 1,154,000

1年内返済予定の長期借入金 813,390 807,575

未払法人税等 11,132 33,615

賞与引当金 165,357 39,357

その他 443,603 312,237

流動負債合計 5,393,192 4,539,683

固定負債   

長期借入金 376,000 648,500

退職給付引当金 867,993 846,970

役員退職慰労引当金 76,061 259,361

その他 12,233 16,862

固定負債合計 1,332,288 1,771,693

負債合計 6,725,480 6,311,377

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,744,673 2,744,673

資本剰余金 2,815,222 2,815,222

利益剰余金 174,877 473,298

自己株式 △117,971 △117,971

株主資本合計 5,616,802 5,915,223

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,689 △33,107

繰延ヘッジ損益 △2,792 △2,319

評価・換算差額等合計 △102 △35,427

純資産合計 5,616,700 5,879,795

負債純資産合計 12,342,181 12,191,173
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

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

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,502,244 2,708,794

売上原価 2,422,661 1,812,280

売上総利益 1,079,582 896,514

販売費及び一般管理費 1,163,311 1,107,184

営業損失（△） △83,728 △210,670

営業外収益   

受取利息 444 317

受取配当金 4,875 3,000

貸倒引当金戻入額 4,605 1,023

金利スワップ評価益 9,969 7,556

その他 848 896

営業外収益合計 20,742 12,794

営業外費用   

支払利息 27,218 18,560

その他 6,602 2,424

営業外費用合計 33,821 20,984

経常損失（△） △96,807 △218,861

特別損失   

固定資産除却損 － 3,877

たな卸資産評価損 107,428 －

投資有価証券評価損 10,035 19,028

会員権評価損 － 475

特別損失合計 117,464 23,380

税引前四半期純損失（△） △214,271 △242,241

法人税、住民税及び事業税 4,786 4,796

法人税等調整額 △1,009 △3,043

法人税等合計 3,776 1,752

四半期純損失（△） △218,048 △243,994
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △214,271 △242,241

減価償却費 75,593 52,763

賞与引当金の増減額（△は減少） 126,000 126,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,170 21,022

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,584 3,590

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,605 △5,223

受取利息及び受取配当金 △5,319 △3,317

支払利息 27,218 18,560

金利スワップ評価損益（△は益） △9,969 △7,556

固定資産除売却損益（△は益） － 3,877

投資有価証券評価損益（△は益） 10,035 19,028

機器組込ソフトウエアの増減額（△は増加） △1,907 －

売上債権の増減額（△は増加） 147,231 537,024

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,648 △642,705

仕入債務の増減額（△は減少） 510,696 659,810

その他 △66,476 △92,115

小計 593,332 448,517

利息及び配当金の受取額 5,074 3,078

利息の支払額 △37,782 △24,999

法人税等の支払額 △11,667 △10,458

営業活動によるキャッシュ・フロー 548,955 416,138

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 △6,766 △6,123

投資有価証券の取得による支出 △299 －

その他 △795 △3,559

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,861 △9,683

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） △11,000 △47,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △413,685 △366,685

自己株式の取得による支出 △306 －

配当金の支払額 △12 △26,493

財務活動によるキャッシュ・フロー △425,004 △340,178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 116,089 66,276

現金及び現金同等物の期首残高 2,659,313 2,201,372

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,775,403 2,267,648
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 
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