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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 1,435 △1.9 196 △17.6 196 △19.4 104 △24.9

21年3月期 1,463 5.8 238 △5.8 243 △4.3 139 △15.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 49.09 ― 5.9 8.2 13.7
21年3月期 65.09 ― 8.2 10.2 16.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 2,358 1,784 75.6 876.33
21年3月期 2,431 1,752 72.1 817.86

（参考） 自己資本   22年3月期  1,784百万円 21年3月期  1,752百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 237 △156 △180 492
21年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 30 ― ―

22年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 30 28.6 1.7

23年3月期 
（予想）

― 7.00 ― 7.00 14.00 ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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）

 

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

696 △2.1 95 3.2 95 4.5 57 39.4 28.00

通期 1,450 1.0 198 0.6 198 0.7 115 9.8 56.49
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」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3月期 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  107,100株 21年3月期  ―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。 
 なお、上記の予想に関連する事項については３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご参照ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当期の経営成績 

   当事業年度におけるわが国経済は、経済対策の効果等により、景気指標の一部に持ち直しの兆しが見えるもの 

 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、経営環境は厳しい状況で推移いたしました。 

  これらの結果、当事業年度の業績は、売上高が1,435,587千円と27,462千円（前年同期比1.9%減）の減収とな 

 り、営業利益では196,886千円と41,995千円（前年同期比17.6%減）、経常利益では196,693千円と47,292千円（前 

 年同期比19.4%減）、当期純利益では104,765千円と34,721千円（前年同期比24.9%減）の減益となりました。 

  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       当事業年度の売上高は1,435,587千円となりました。 

  ②基幹業務統合ソフト製造事業 当事業年度の売上高はありません。 

  

 次期の見通し  

   今後のわが国経済は、景気の一部に持ち直しの傾向が見られるものの、本格的な景気回復には至らず、当分の 

 間、厳しい経営環境が続くものと思われます。 

  このような状況のもと、当社は営業活動の強化、ＵＶオンデマンド印刷方式によるＩＤカードや小ロット多品種

 型の高付加価値カードの販売強化に努力を重ねてまいります。 

  当社の次期の業績といたしましては、売上高1,450百万円、営業利益198百万円、経常利益198百万円、当期純利 

 益115百万円を予想しております。  

  

(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

   当事業年度末の流動資産は、現金及び預金が15,780千円、売掛金が49,086千円増加したこと等により、前事業

  年度末に比べて50,354千円増加し1,022,039千円となりました。固定資産は、のれんが39,859千円、投資有価証 

  券が59,986千円増加しましたが、関係会社株式が250,000千円減少したこと等により、前事業年度末に比べて 

  123,342千円減少し1,336,353千円となりました。この結果、資産は前事業年度末に比べて72,988千円減少し 

  2,358,393千円となりました。 

   当事業年度末の流動負債は、買掛金が26,277千円、未払金が35,039千円増加しましたが、1年内返済予定の長 

  期借入金が33,704千円、未払法人税等が67,749千円減少したこと等により、前事業年度末に比べて52,085千円減

  少し361,109千円となりました。固定負債は、長期借入金が68,336千円減少したこと等により52,347千円減少し 

  213,172千円となりました。この結果、負債は前事業年度末に比べて104,431千円減少し574,282千円となりまし 

  た。 

  当事業年度末の純資産は、当期純利益を104,765千円確保できたこと等により、前事業年度末に比べて31,444 

 千円増加し1,784,111千円となりました。 

  

  ②キャッシュ・フローの状況 

    当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益が174,578千円確保 

   でき、当事業年度末には492,565千円となりました。 

     また、当事業年度中における各キャッシュ・フロー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） 

      当事業年度において、営業活動による資金の増加は、237,612千円となりました。 

     これは主に、税引前当期純利益を174,578千円確保できたためであります。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      当事業年度において、投資活動による資金の減少は、156,502千円となりました。 

     これは主に、有形固定資産の取得による支出があったためであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

      当事業年度において、財務活動による資金の減少は、180,249千円となりました。 

     これは主に、長期借入金の返済による支出があったためであります。 

１．経営成績
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   キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   ・自己資本比率：自己資本/総資産 

   ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産   

   ・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

   ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い   

   （注1）各指標は、平成19年3月期、平成20年3月期及び平成21年3月期については連結ベースの財務数値により、平

      成22年3月期については個別ベースの財務数値により計算しております。 

   （注2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

   （注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

   （注4）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお 

      ります。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大と、安定的な経営基盤の確保を重要な経営目標と位置付け

ております。  

     従って、株主に対する配当につきましては、中長期的な事業計画に基づき、再投資のための内部資金の確保と安

   定的な配当を念頭におきながら、財政状態、利益水準及び配当性向等を総合的に勘案して検討することとしており

   ます。  

    以上の方針に基づき当期末配当は、1株につき14円(内、中間配当7円を含む)といたしました。 

    なお、内部留保資金につきましては、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、より強固な財務体質を

   確立するために有効投資してまいりたいと考えております。  

    第43期の中間配当についての取締役会決議は平成21年10月29日に行っております。 

    また、次期の配当予想につきましては、1株当たり中間配当金7円、期末配当金7円の年間14円の配当を予想して

   おります。 

  

(4）事業等のリスク 

    当社の経営成績、株価及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 ①会社がとっている特異な経営方針によるリスク 

  当社の主要製品は、製造方法について特許権等を有していないため、新規参入が予想され、その場合業績に影響

 を及ぼす可能性があります。 

   ②販売方法のリスク 

    当社は、代理店制度を採用しているため、大口案件でカード製造メーカーと競合になった場合、代理店の販売価

   格によっては受注できないことが想定され、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

   ③取引先の信用リスク 

    当社は、現在5,894社の販売代理店を保有しております。全ての販売代理店の業績等を調査することが出来ない 

   ため、販売代金を回収する前に販売代理店が信用不安に陥った場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ④業績予測に対するリスク 

    当社は、販売代理店の発注により受注生産を行っており、受注から納品まで非常に短期間であります。そのた 

   め、半年、一年先の業績予測が行いにくくなっており、業績予測を修正しなければならない可能性があります。 

  

   平成19年3月期  平成20年3月期  平成21年3月期  平成22年3月期 

 自己資本比率       58.8%       66.4%  71.7%  75.6%

 時価ベースの自己資本比率       61.2%       41.0%  30.6%  35.0%

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率       1.9年       3.1年  0.7年  0.7年

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ      23.4倍      11.2倍  45.7倍  44.4倍
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 当社は、あらゆるカード類の製造を主たる事業としており、全国の販売代理店の発注により受注生産を行っておりま

す。営業部門は、カードの販売代理店確保に重点を置き、現在では国内に5,894社の販売代理店があります。製造部門 

は、小ロット多品種生産を得意とし、原材料及び仕様の違う全てのカード製造に対応しております。 

   

 事業系統図 

  以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 
  

  

(1）会社の経営の基本方針 

  平成20年3月期中間決算短信（平成19年11月21日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示 

 を省略いたします。 

  当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ）  

    http://www.cardinal.co.jp  

  

(2）目標とする経営指標 

  平成19年3月期決算短信（平成19年5月23日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

 いたします。 

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ）  

    http://www.cardinal.co.jp   

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  平成20年3月期中間決算短信（平成19年11月21日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示 

 を省略いたします。 

  当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ）  

    http://www.cardinal.co.jp   

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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(4）会社の対処すべき課題 

  当社が対処すべき当面の課題としては、①中部地域を含む東日本地域を重点としたさらなる製品販売代理店の獲

 得及びＷeb上での新規製品販売代理店の獲得、②ＵＶ硬化型インクジェット印刷（ＵＶオンデマンド印刷方式）に

 よるＩＤカードや小ロット多品種型の高付加価値カードの販売強化、③ＩＣカード（ＲＦＩＤ）の販売促進と売上

 高増加の３点が挙げられます。 

  ①当社のお客様のほとんどは印刷会社とその関連会社であり、そのお客様を販売代理店と位置付けております。

 おかげさまで現在5,894社の販売代理店と取引を行っておりますが、そのうち東日本地域（中部地域を含む）での 

 販売代理店は2,765社であり、市場規模を考慮しますとより一層の販売代理店の増加が図れるものと思われます。 

 また、平成22年6月よりインターネット（Ｗeb）上でのＣard Ｍarket.jp（サテライトオフィス）を立ち上げ、 

 既存の販売代理店への最新情報やサービスを迅速に、尚且つ、解り易く提供することといたしました。これにより

 新規販売代理店の拡充を図ります。 

  ②当社が受注生産しているものは全てユーザーオリジナルのデザインであり、もともと小ロット多品種生産を得

 意とする企業であります。加えて、最先端のデジタルＵＶ硬化型インクジェット印刷機を導入したことにより、最

 低ロット１枚から印刷が可能となり、納期も短縮され、価格も安く提供できるようになりました。この新しいデジ

 タルＵＶ硬化型インクジェット印刷機は素材を選ぶことなく、ＰＶＣやＰＥＴ、ＰＥＴ－Ｇ等でカードを製造する

 ことが可能となったため顧客のニーズにも幅広く応えることができるようになりました。 

 また、ＵＶオンデマンド印刷方式の特筆すべき点としては、フィルム、刷版が不要となることにより各工程でのエ

 ネルギー、薬品、資材、廃棄物等の削減を挙げることができます。 

 このことからもＵＶオンデマンド印刷方式によるカードの普及と収益の拡大を図ることが課題であります。 

  ③ＲＦＩＤとは電波を使っての認識技術のことで、アンテナ付きＩＣチップを利用したものが主流となっており

 ます。その中にはラベルやキーホルダー状になったものやカード状になったものがあり、当社ではその中でカード

 状になったもの、即ちＩＣカードを取り扱っております。 

 社会的にＲＦＩＤが普及していくボトルネックは、さまざまな周波数・通信方式のチップがあり、それぞれに対応

 するシステムが必要だということです。社会的なインフラ整備を見ながら、当社でもＩＣカード製造工程を増やし

 ていくこと、また、どこに軸足を置くのか、時流を見誤らないようにすることが課題であります。  
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 591,704

受取手形及び売掛金 423,006

商品及び製品 30

仕掛品 37,523

原材料及び貯蔵品 61,411

繰延税金資産 18,430

その他 8,880

貸倒引当金 △3,835

流動資産合計 1,137,149

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 1,057,927

減価償却累計額 △623,160

建物及び構築物（純額） ※1  434,766

機械装置及び運搬具 788,833

減価償却累計額 △573,464

機械装置及び運搬具（純額） 215,368

土地 ※1,2  292,208

その他 157,740

減価償却累計額 △137,628

その他（純額） 20,112

有形固定資産合計 962,456

無形固定資産  

のれん 71,746

その他 7,765

無形固定資産合計 79,511

投資その他の資産  

投資有価証券 171,500

長期貸付金 3,960

繰延税金資産 41,135

保険積立金 14,824

その他 9,491

貸倒引当金 △1,330

投資その他の資産合計 239,581

固定資産合計 1,281,550

資産合計 2,418,700
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 166,101

短期借入金 ※1  20,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  102,040

未払法人税等 82,827

賞与引当金 16,175

その他 31,917

流動負債合計 419,062

固定負債  

長期借入金 ※1  160,031

再評価に係る繰延税金負債 ※2  3,161

退職給付引当金 47,119

役員退職慰労引当金 55,840

固定負債合計 266,152

負債合計 685,214

純資産の部  

株主資本  

資本金 323,200

資本剰余金 100,600

利益剰余金 1,496,512

株主資本合計 1,920,312

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △13,298

土地再評価差額金 ※2  △173,528

評価・換算差額等合計 △186,827

純資産合計 1,733,485

負債純資産合計 2,418,700
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,654,372

売上原価 ※2  1,043,561

売上総利益 610,810

販売費及び一般管理費 ※1  353,749

営業利益 257,061

営業外収益  

受取利息 307

受取配当金 1,834

受取賃貸料 2,627

雑収入 4,994

営業外収益合計 9,764

営業外費用  

支払利息 9,394

雑損失 1,037

営業外費用合計 10,432

経常利益 256,393

特別利益  

貸倒引当金戻入額 87

投資有価証券売却益 7,474

固定資産売却益 ※3  214

特別利益合計 7,776

特別損失  

固定資産除却損 ※4  1,868

投資有価証券評価損 1,610

ゴルフ会員権評価損 7,634

特別損失合計 11,114

税金等調整前当期純利益 253,055

法人税、住民税及び事業税 112,723

法人税等調整額 △9,544

法人税等合計 103,179

当期純利益 149,876
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 323,200

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 323,200

資本剰余金  

前期末残高 100,600

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 100,600

利益剰余金  

前期末残高 1,376,637

当期変動額  

剰余金の配当 △30,002

当期純利益 149,876

当期変動額合計 119,874

当期末残高 1,496,512

株主資本合計  

前期末残高 1,800,437

当期変動額  

剰余金の配当 △30,002

当期純利益 149,876

当期変動額合計 119,874

当期末残高 1,920,312

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 1,873

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,171

当期変動額合計 △15,171

当期末残高 △13,298

土地再評価差額金  

前期末残高 △173,528

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） －

当期変動額合計 －

当期末残高 △173,528
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等合計  

前期末残高 △171,655

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,171

当期変動額合計 △15,171

当期末残高 △186,827

純資産合計  

前期末残高 1,628,782

当期変動額  

剰余金の配当 △30,002

当期純利益 149,876

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,171

当期変動額合計 104,702

当期末残高 1,733,485
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 253,055

減価償却費 105,153

のれん償却額 31,887

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,658

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,552

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,057

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,192

受取利息及び受取配当金 △2,142

支払利息 9,394

投資有価証券評価損益（△は益） 1,610

ゴルフ会員権評価損 7,634

投資有価証券売却損益（△は益） △7,474

固定資産除却損 1,868

有形固定資産売却損益（△は益） △214

売上債権の増減額（△は増加） 67,496

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,323

仕入債務の増減額（△は減少） △46,440

未払消費税等の増減額（△は減少） 471

その他の資産・負債の増減額 △22,688

小計 448,897

利息及び配当金の受取額 1,519

利息の支払額 △9,039

法人税等の支払額 △28,643

営業活動によるキャッシュ・フロー 412,734

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △27,991

有形固定資産の取得による支出 △74,580

ソフトウエアの取得による支出 △7,287

有形固定資産の売却による収入 17,801

投資有価証券の売却による収入 17,930

貸付けによる支出 △5,000

貸付金の回収による収入 7,280

保険積立金の積立による支出 △6,990

保険積立金の解約による収入 193

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,643

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △5,000

長期借入金の返済による支出 △142,344

配当金の支払額 △30,156

財務活動によるキャッシュ・フロー △177,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 156,590

現金及び現金同等物の期首残高 435,113

現金及び現金同等物の期末残高 ※  591,704
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  
  

１．連結の範囲に関する事項   連結子会社の数 １社 

株式会社ウィルワンカード 

  

  

２．持分法の適用に関する事項   持分法適用の非連結子会社及び持分法適用の関 

連会社はありません。 
  

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 連結子会社の決算日は連結決算日と同一であり

ます。 
  

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

 その他有価証券  

  時価のあるもの 

  

  

  

  

   期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は総平均法により算定） 

  時価のないもの 

   総平均法による原価法   

  

  

  

  ②たな卸資産 

 先入先出法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）   

  

  

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）については定額

法）を採用しております。 

 なお、耐用年数及び残存価額については、法

人税法に規定する方法と同一の基準によってお

ります。 

  

  

  

  

  ②少額減価償却資産（リース資産を除く） 

 取得価額が100千円以上200千円未満の資産に

ついては、法人税法の規定に基づき、３年間で

均等償却しております。 

  

  

  ③無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

  

  

  

   ④リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  
  

  (3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。  

  

  

  

  ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに充てるため、支給見

込額基準により計上しております。 

  

  

  ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務（連結会計年度末

自己都合退職金要支給額。ただし、当社は中小

企業退職金共済制度による積立金を除く。）に

基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。 

  

  

  ④役員退職慰労引当金 

 役員の退職による退職慰労金の支払いに充て

るため、内規に基づく連結会計年度末要支給額

を計上しております。 

  

  

  (4）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理について 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方

式によっております。 

  

  

  

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、

全面時価評価法を採用しております。 
  

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

 のれんの償却については、５年間の均等償却を

行っております。 
  

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資としております。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

  
  
  

（リース取引に関する会計基準） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、

  賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりました 

  が、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企

 業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部 

 会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会 

 計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1

 月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3 

 月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

 会計処理によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外

 ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借

 取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。この変

 更による損益への影響はありません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、先入

 先出法による低価法によっておりましたが、当連結会計年度よ

 り「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号

 平成18年7月5日公表分）が適用されたことに伴い、先入先出法

 による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

 く簿価切下げの方法）により算定しております。 

  なお、この変更による損益への影響はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  
  
  

（連結貸借対照表） 

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一

 部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50 

 号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「た

 な卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計年度から

 「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記

 しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含ま

 れる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、そ

 れぞれ38千円、59,571千円、80,677千円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

  
  

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

  

  

建物及び構築物      242,112千円

土地       95,249千円

計      337,362千円

  

 担保付債務は次のとおりであります。   

短期借入金      5,000千円

１年内返済予定の長期借入金      42,596千円

長期借入金      103,191千円

計      150,787千円

根抵当権の極度額      480,000千円

  

※２ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布

法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律」（平成13年６月29日公布法律第94号）に

基づき事業用土地の再評価を行い、差額のうち、法人税

その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金に相

当する金額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部

に計上、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評価

差額金として純資産の部に計上しております。なお、繰

延税金資産は計上しておりません。 

再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資産

税評価額に基づいて、合理的な調整を行って算定してお

ります。 

再評価を行った年月日  平成14年３月31日 

再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額‥‥△6,088千円 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  
  
  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

  

役員報酬       53,102千円

給料手当       95,912千円

支払手数料       34,740千円

のれん償却額       31,887千円

賞与引当金繰入額       7,081千円

貸倒引当金繰入額       3,001千円

退職給付引当金繰入額      1,680千円

役員退職慰労引当金繰入額       6,552千円

  

※２ 研究開発費の総額   

当期製造費用に含まれる研究開発費      3,936千円   

※３ 固定資産売却益は、機械及び装置214千円であります。   

※４ 固定資産除却損は、機械及び装置257千円、工具、器具

及び備品1,467千円、車両運搬具75千円、ソフトウェア

68千円であります。 
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 平成20年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

普通株式の配当に関する事項 

（イ）配当金の総額      15,001千円 

（ロ）１株当たり配当額        7円 

（ハ）基準日      平成20年３月31日 

（ニ）効力発生日    平成20年６月27日 

 平成20年10月30日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 

普通株式の配当に関する事項 

（イ）配当金の総額      15,001千円 

（ロ）１株当たり配当額        7円 

（ハ）基準日      平成20年９月30日 

（ニ）効力発生日    平成20年12月５日 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 平成21年６月25日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

普通株式の配当に関する事項 

（イ）配当金の総額      15,001千円 

（ロ）配当の原資       利益剰余金 

（ハ）１株当たり配当額        7円 

（ニ）基準日      平成21年３月31日 

（ホ）効力発生日    平成21年６月26日 

  

  

  

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式数     

普通株式  2,143  －  －  2,143

合計  2,143  －  －  2,143

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  
  

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

 れている科目の金額との関係 

  

  

（平成21年３月31日現在）   

  （千円）

現金及び預金勘定 591,704

現金及び現金同等物 591,704
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるカード事業の割合

がいずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 
  
  

１株当たり純資産額    808円91銭

１株当たり当期純利益金額   69円94銭

  

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  
  
  

当期純利益（千円）  149,876  

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  

普通株式に係る当期純利益（千円）  149,876  

普通株式の期中平均株式数（株）  2,143,000  
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    リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプショ

   ン等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略して

   おります。 

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  
  
  

連結子会社との合併 

 当社は、平成21年4月1日付で、連結子会社である株式会社ウ

ィルワンカードを吸収合併いたしました。 

 なお、吸収合併に伴う企業結合に関する事項の概要は、以下

のとおりであります。  

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

  カーディナル株式会社（各種カード製造業） 

  株式会社ウィルワンカード（各種カード販売業） 

(2) 企業結合の法的形式 

  カーディナル株式会社を吸収合併承継会社、株式会社ウィ 

  ルワンカードを吸収合併消滅会社とする吸収合併 

(3) 結合後企業の名称 

  カーディナル株式会社 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

  経営資源の集中及び効率化を図るためであります。 

(5) 会計処理の概要 

  「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年 

  10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基 

  準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最 

  終改正平成19年11月15日公表分）に基づき、共通支配下の 

  取引として会計処理を行います。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 487,785 503,565

受取手形 ※2  191,515 185,593

売掛金 176,882 225,968

商品及び製品 30 191

仕掛品 37,523 36,237

原材料及び貯蔵品 54,596 57,518

前払費用 5,529 5,408

繰延税金資産 18,720 10,839

短期貸付金 3,000 －

その他 76 50

貸倒引当金 △3,973 △3,333

流動資産合計 971,685 1,022,039

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 △609,298 △635,080

建物（純額） ※1  425,817 ※1  400,035

構築物 22,811 23,271

減価償却累計額 △13,862 △15,121

構築物（純額） ※1  8,948 ※1  8,149

機械及び装置 764,609 862,935

減価償却累計額 △553,118 △600,175

機械及び装置（純額） 211,490 262,760

車両運搬具 24,223 24,223

減価償却累計額 △20,345 △21,764

車両運搬具（純額） 3,877 2,459

工具、器具及び備品 157,740 120,684

減価償却累計額 △137,628 △106,494

工具、器具及び備品（純額） 20,112 14,190

土地 ※1,3  292,208 ※1,3  292,208

有形固定資産合計 962,456 979,804

無形固定資産   

電話加入権 960 1,068

のれん － 39,859

ソフトウエア 6,696 4,667

無形固定資産合計 7,657 45,596
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 171,500 231,486

関係会社株式 250,000 －

役員に対する長期貸付金 1,980 －

従業員に対する長期貸付金 1,980 500

破産更生債権等 1,288 4,751

繰延税金資産 41,135 48,864

保険積立金 14,824 21,902

差入保証金 3,427 3,428

会員権 4,776 4,776

貸倒引当金 △1,330 △4,755

投資その他の資産合計 489,581 310,953

固定資産合計 1,459,695 1,336,353

資産合計 2,431,381 2,358,393

負債の部   

流動負債   

支払手形 129,572 132,689

買掛金 32,426 58,703

短期借入金 ※1  20,000 ※1  15,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  102,040 ※1  68,336

未払金 9,619 44,658

未払費用 1,868 1,997

未払法人税等 82,345 14,596

未払消費税等 13,049 2,360

預り金 5,577 5,624

賞与引当金 15,500 16,300

その他 1,195 843

流動負債合計 413,194 361,109

固定負債   

長期借入金 ※1  160,031 ※1  91,695

再評価に係る繰延税金負債 ※3  3,161 ※3  3,161

退職給付引当金 46,486 56,839

役員退職慰労引当金 55,840 61,476

固定負債合計 265,519 213,172

負債合計 678,713 574,282
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 323,200 323,200

資本剰余金   

資本準備金 100,600 100,600

資本剰余金合計 100,600 100,600

利益剰余金   

利益準備金 38,000 38,000

その他利益剰余金   

別途積立金 1,305,000 1,405,000

繰越利益剰余金 172,694 147,457

利益剰余金合計 1,515,694 1,590,457

自己株式 － △42,947

株主資本合計 1,939,494 1,971,310

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,298 △13,670

土地再評価差額金 ※3  △173,528 ※3  △173,528

評価・換算差額等合計 △186,827 △187,199

純資産合計 1,752,667 1,784,111

負債純資産合計 2,431,381 2,358,393
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,463,049 1,435,587

売上原価   

商品期首たな卸高 38 30

当期製品製造原価 ※2  938,495 ※2  899,356

当期商品仕入高 6,969 5,856

合計 945,503 905,243

商品期末たな卸高 30 191

売上原価 945,473 905,051

売上総利益 517,576 530,536

販売費及び一般管理費 ※1  278,695 ※1  333,650

営業利益 238,881 196,886

営業外収益   

受取利息 299 133

有価証券利息 － 1,252

受取配当金 1,834 902

受取賃貸料 ※5  4,913 2,457

業務受託手数料 ※5  2,285 －

その他 4,685 1,098

営業外収益合計 14,018 5,843

営業外費用   

支払利息 8,830 5,558

その他 83 477

営業外費用合計 8,914 6,036

経常利益 243,985 196,693

特別利益   

固定資産売却益 ※3  214 －

関係会社株式売却益 7,474 －

特別利益合計 7,688 －

特別損失   

固定資産除却損 ※4  506 ※4  2,501

投資有価証券評価損 1,610 －

ゴルフ会員権評価損 7,634 －

抱合せ株式消滅差損 － 19,614

特別損失合計 9,752 22,115

税引前当期純利益 241,922 174,578

法人税、住民税及び事業税 112,393 69,660

法人税等調整額 △9,958 153

法人税等合計 102,435 69,813

当期純利益 139,486 104,765
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 323,200 323,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 323,200 323,200

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 100,600 100,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 100,600 100,600

資本剰余金合計   

前期末残高 100,600 100,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 100,600 100,600

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 38,000 38,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 38,000 38,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,185,000 1,305,000

当期変動額   

別途積立金の積立 120,000 100,000

当期変動額合計 120,000 100,000

当期末残高 1,305,000 1,405,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 183,209 172,694

当期変動額   

剰余金の配当 △30,002 △30,002

別途積立金の積立 △120,000 △100,000

当期純利益 139,486 104,765

当期変動額合計 △10,515 △25,236

当期末残高 172,694 147,457

利益剰余金合計   

前期末残高 1,406,209 1,515,694

当期変動額   

剰余金の配当 △30,002 △30,002

別途積立金の積立 － －

当期純利益 139,486 104,765

当期変動額合計 109,484 74,763

当期末残高 1,515,694 1,590,457
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △42,947

当期変動額合計 － △42,947

当期末残高 － △42,947

株主資本合計   

前期末残高 1,830,009 1,939,494

当期変動額   

剰余金の配当 △30,002 △30,002

当期純利益 139,486 104,765

自己株式の取得 － △42,947

当期変動額合計 109,484 31,816

当期末残高 1,939,494 1,971,310

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,873 △13,298

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,171 △372

当期変動額合計 △15,171 △372

当期末残高 △13,298 △13,670

土地再評価差額金   

前期末残高 △173,528 △173,528

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △173,528 △173,528

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △171,655 △186,827

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,171 △372

当期変動額合計 △15,171 △372

当期末残高 △186,827 △187,199

純資産合計   

前期末残高 1,658,353 1,752,667

当期変動額   

剰余金の配当 △30,002 △30,002

当期純利益 139,486 104,765

自己株式の取得 － △42,947

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,171 △372

当期変動額合計 94,313 31,443

当期末残高 1,752,667 1,784,111
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当事業年度 
(自 平成21年４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  

税引前当期純利益 174,578

減価償却費 102,633

のれん償却額 31,887

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） 9,720

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,635

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,199

賞与引当金の増減額（△は減少） 125

受取利息及び受取配当金 △2,288

支払利息 5,558

固定資産除却損 2,501

売上債権の増減額（△は増加） 7,890

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,016

仕入債務の増減額（△は減少） 24,950

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,739

その他 △1,228

小計 378,055

利息及び配当金の受取額 2,189

利息の支払額 △5,357

法人税等の支払額 △137,275

営業活動によるキャッシュ・フロー 237,612

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 △11,000

有形固定資産の取得による支出 △84,623

投資有価証券の取得による支出 △71,180

投資有価証券の売却による収入 10,919

貸付けによる支出 △8,300

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 △7,421

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 △156,502

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △5,000

長期借入金の返済による支出 △102,040

自己株式の取得による支出 △42,947

配当金の支払額 △30,262

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99,138

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期末残高 ※  492,565
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

総平均法による原価法 

(1)     ────── 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は総平均法により算

定） 

(2）その他有価証券 

同  左 

  時価のないもの 

 総平均法による原価法 

  

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 先入先出法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法） 

同  左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

 なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同  左 

  (2）少額減価償却資産（リース資産を除

く） 

 取得価額が100千円以上200千円未満の

資産については、法人税法の規定に基づ

き、３年間で均等償却しております。 

(2）少額減価償却資産（リース資産を除

く） 

同    左 

  (3）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(3）無形固定資産（リース資産を除く） 

同  左 

  (4）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引のうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のリース取引については、

通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会

計処理によっております。  

(4）リース資産 

       同  左  
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項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1）貸倒引当金 

同  左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに充てるため、

支給見込額基準により計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同  左 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務（事業年

度末自己都合退職金要支給額。ただし、

中小企業退職金共済制度による積立金を

除く。）に基づき計上しております。 

(3）退職給付引当金 

同  左 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職による退職慰労金の支払い

に充てるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同  左 

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

──────  手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資としております。  

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理について 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理について 

同  左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用し、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。この変更による損益への影響はありません。 

  

────── 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、

先入先出法による低価法によっておりましたが、当事業年

度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第9号 平成18年7月5日公表分）が適用されたことに伴

い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定して

おります。 

 なお、この変更による損益への影響はありません。 

  

────── 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 千円234,079

構築物 千円8,033

土地 千円95,249

計 千円337,362

建物 千円218,787

構築物 千円6,983

土地 千円95,249

計 千円321,020

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 千円5,000

１年内返済予定の長期借入

金 
千円42,596

長期借入金 千円103,191

計 千円150,787

根抵当権の極度額 千円480,000

短期借入金 千円5,000

１年内返済予定の長期借入

金 
千円21,996

長期借入金 千円81,195

計 千円58,191

根抵当権の極度額 千円480,000

※２ 関係会社に対する債権   ２         ────── 

受取手形 千円67,519       

※３「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公

布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」（平成13年６月29日公布法律

第94号）に基づき事業用土地の再評価を行い、差額

のうち、法人税その他の利益に関連する金額を課税

標準とする税金に相当する金額を再評価に係る繰延

税金負債として負債の部に計上し、当該繰延税金負

債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産

の部に計上しております。 

 なお、繰延税金資産は計上しておりません。 

再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行っ

て算定しております。 

再評価を行った年月日  平成14年３月31日 

再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額‥‥ 千円 △6,088

※３「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公

布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」（平成13年６月29日公布法律

第94号）に基づき事業用土地の再評価を行い、差額

のうち、法人税その他の利益に関連する金額を課税

標準とする税金に相当する金額を再評価に係る繰延

税金負債として負債の部に計上し、当該繰延税金負

債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産

の部に計上しております。 

 なお、繰延税金資産は計上しておりません。 

再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行っ

て算定しております。 

再評価を行った年月日  平成14年３月31日 

再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額‥‥ 千円 △6,088
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％であり

ます。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

51

49

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％であり

ます。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

64

36

役員報酬 千円53,102

給料手当 千円73,423

賞与引当金繰入額 千円4,479

貸倒引当金繰入額 千円3,621

退職給付引当金繰入額 千円1,680

役員退職慰労引当金繰入額 千円6,552

福利厚生費 千円14,947

支払手数料 千円32,677

減価償却費 千円7,562

運賃 千円23,514

役員報酬 千円53,659

給料手当 千円85,766

賞与引当金繰入額 千円5,085

貸倒引当金繰入額 千円2,302

退職給付引当金繰入額 千円2,362

役員退職慰労引当金繰入額 千円5,635

福利厚生費 千円20,012

支払手数料 千円34,661

減価償却費 千円9,001

運賃 千円22,311

のれん償却額 千円31,887

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額 

当期製造費用に含まれる研究

開発費 
千円3,936

当期製造費用に含まれる研究

開発費 
千円2,861

※３ 固定資産売却益は、機械及び装置 千円でありま

す。 

214  ３        ────── 

※４ 固定資産除却損は、機械及び装置 千円、車両運

搬具 千円、工具、器具及び備品 千円でありま

す。 

257

75 173

※４ 固定資産除却損は、機械及び装置 千円、工

具、器具及び備品 千円であります。 

1,709

791

※５ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

 ５        ────── 

関係会社よりの受取賃貸料 千円2,285

関係会社よりの業務受託手数料 千円2,285
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加107千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

  

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数

（千株） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数
（千株） 

発行済株式                        

普通株式  2,143  －  －  2,143

合計  2,143  －  －  2,143

自己株式                        

普通株式 （注）  －  107  －  107

合計  －  107  －  107

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  15,001  7 平成21年３月31日 平成21年６月26日 

平成21年10月29日 

取締役会 
普通株式  15,001  7 平成21年９月30日 平成21年12月４日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  14,251  利益剰余金  7 平成22年３月31日 平成22年６月28日
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    当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

      該当事項はありません。  

  

  

  

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 
  
  

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

 れている科目の金額との関係 

  

 （平成22年３月31日現在）

（千円）

  

 現金及び預金勘定  503,565

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △11,000

 現金及び現金同等物  492,565

  

（持分法損益等）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額     円 銭817 86

１株当たり当期純利益金額    円09銭65

１株当たり純資産額     円 銭876 33

１株当たり当期純利益金額    円09銭49

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益（千円）  139,486  104,765

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  139,486  104,765

普通株式の期中平均株式数（株）  2,143,000  2,134,075

カーディナル株式会社（７８５５）　平成22年3月期決算短信（非連結）

34



  

  

  

  

  リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、ストック・オ

 プション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

 考えられるため開示を省略しております。  

  

  

  

  役員の異動 

  該当事項はありません。 

  

  

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

連結子会社との合併 

 当社は、平成21年4月1日付で、連結子会社である株式会

社ウィルワンカードを吸収合併いたしました。 

 なお、吸収合併に伴う企業結合に関する事項の概要は、

以下のとおりであります。  

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

  カーディナル株式会社（各種カード製造業） 

  株式会社ウィルワンカード（各種カード販売業） 

(2) 企業結合の法的形式 

  カーディナル株式会社を吸収合併承継会社、株式会社

    ウィルワンカードを吸収合併消滅会社とする吸収合併

(3) 結合後企業の名称 

  カーディナル株式会社 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

  経営資源の集中及び効率化を図るためであります。 

(5) 会計処理の概要 

  「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成

  15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

  等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

  針第10号 最終改正平成19年11月15日公表分）に基づ

  き、共通支配下の取引として会計処理を行います。 

  

────── 

（開示の省略）

６．その他
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