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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 3,514 △12.8 △27 ― △7 ― △128 ―

21年3月期 4,028 1.2 △193 ― △187 ― 97 ―

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 △26.56 ― △3.3 △0.2 △0.8

21年3月期 20.08 ― 2.5 △3.6 △4.8

（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 4,839 3,799 78.5 784.98
21年3月期 5,175 3,969 76.7 820.23

（参考） 自己資本   22年3月期  3,799百万円 21年3月期  3,969百万円

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 △154 99 △76 1,496
21年3月期 144 451 △35 1,629

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00 48 49.8 1.2
22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 48 ― 1.2

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 10.00 10.00 134.4

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

1,783 2.7 19 ― 21 ― 17 ― 3.51

通期 3,600 2.4 38 ― 44 ― 36 ― 7.44
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、２３ページ「５ 引当金の計上基準 （３）退職給付引当金」及び２５ページ「追加情報」をご覧ください。 

(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きましては、３９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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 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  320,310株 21年3月期  320,310株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は本資料の発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであります。実際の業績は、今後の様々な要
因により、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は、３ページをご参照ください。 
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①当期の経営成績 

  当事業年度におけるわが国経済は、輸出企業を中心とした業績の回復や、政府の景気対策による個

人消費の下げ止まりなどにより持ち直しはしたものの、依然として低い水準で推移しており、厳しい

状況が続きました。 

  ビジネスフォーム業界におきましても、景気低迷に伴い企業の経費削減の動きが顕在化し、その影

響により紙から電子媒体へのシフトが進むなど需要量が減少するなか、価格競争の激化と用紙価格の

高止まりなどにより、経営環境は厳しいものがありました。 

  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、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、利益改善のための原価体系の

整備、今期より導入しました高速オンデマンドプリンターの稼動に向けての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、ビジネスフォームを取り巻く環境は依然厳しく、需要の見込める首都圏を中

心に営業活動を展開し、生産においても前年に比べ製造原価の改善をいたしましたが、当事業年度の

売上高は3,514百万円（前年同期比12.8％減）、経常損失7百万円（前年同期は187百万円の経常損

失）となりました。当期純利益につきましては、現在の不透明な経済環境及び当社の業績の推移等を

踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討し回収が見込めない部分133百万円について取崩す

こととし、同額を法人税等調整額として計上した結果、128百万円（前年同期は97百万円の純利益）

の損失となりました。 

  

 ②翌事業年度の見通し 

  わが国の景気の先行きにつきましては、国内民間需要の自律的回復力はなお弱く、先行き見通しの

不透明感は払拭できないまま推移してゆくものと思われます。 

  このような状況の中、営業部門におきましては首都圏を中心にデータ処理の大型案件の獲得を目指

し、自社設備の稼働率を上げること及び新規ユーザーの獲得、既存ユーザーの売上拡大を目指してま

いります。 

  製造部門におきましては原材料・副資材の購入方法見直し、フレキシブルな人員配置による収益性

の向上、昨年導入した高速オンデマンドプリンターによる新案件・新商品の具現化、更なる品質管理

の徹底、及びＦＳＣ（森林）認証取得を目指し環境にも配慮した製品作りを行なってまいります。 

  翌事業年度の業績見通しとしましては、売上高3,600百万円、経常利益44百万円、当期純利益36百

万円となる見込であります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

  流動資産は前事業年度末と比べ156百万円減少し、2,396百万円となりました。これは主に「現金及

び預金」が145百万円減少したことによるものです。固定資産は前事業年度末より179百万円減少し、

2,443百万円となりました。これは主に「長期預金」が100百万円増加し、「保険積立金」が293百万

円減少したことによるものです。 

  流動負債は787百万円となりましたが、前事業年度末773百万円と比べ大きな増減はありません。固

定負債は前事業年度末と比べ179百万円減少し、252百万円となりました。これは主に「リース債務」

が197百万円増加し、「役員退職慰労引当金」が350百万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170百万円減少し、3,799百万円となりました。これは主として利

益剰余金の減少（繰延税金資産取崩に伴う当期純損失の計上及び剰余金の配当）によるものです。 

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は、投資活動により99百万円の収入があったものの、営業

活動により154百万円、財務活動に76百万円の支出を要した結果、前事業年度末より133百万円減少

し、1,496百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは税引前純利益14百万円、減価償却費243百万

円、役員退職慰労引当金の減少額350百万円、売上債権の増加額47百万円が大きな要因となり、営業

活動によるキャッシュ・フローは前事業年度に比べ299百万円減少し、154百万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) 

 当事業年度は、保険積立金の払戻による収入340百万円、投資有価証券の取得による支出100百万円

が大きな要因で、投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ352百万円減少し、99百

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) 

 当事業年度は、リース債務の返済による支出19百万円、配当金の支払額48百万円が主なもので、財

務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ40百万円減少し、76百万円の支出となりまし

た。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）上記の指標の計算式は以下のとおりであります。 

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／営業キャッシュ・フロー 

(2) 財政状態に関する分析

平成18年3月期 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 85.3 84.3 76.4 76.7 78.5

時価ベースの自己資本比率 48.8 35.5 21.7 18.5 20.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

1 1.4 1.7 3.0 ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

60.8 60.1 45.5 24.5 ─
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インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※１．各指標は、いずれも財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しておりま

す。 

３．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、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。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支

払額を使用しております。 

４．平成22年３月期において、営業キャッシュ・フローがマイナスとなっておりますので、キャッ

シュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 
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当社は、創業以来、株主への安定配当を維持することを利益還元の基本方針と考えております。同時

に企業体質強化のため、内部留保を確保する政策を実施しております。配当の決定機関は期末配当は株

主総会で、当事業年度の配当金につきましては１株当たり10円としております。 

 また、内部留保資金につきましては、新規事業・研究開発等で資金が必要とされる場合に機動的に対

応するための投資に充当してまいります。 

  

①ビジネスフォーム事業について 

ビジネスフォーム市場はＯＡ機器の高性能化・低価格化・小型化等により市場の拡大は困難であり

ます。加えて、同業者間での価格競争は激化しており、厳しい事業環境は継続する見通しでありま

す。 

 このような環境下、当社は短納期・多色・多品種・小ロット・高品質といった顧客のニーズを満た

しながらも、作業効率の改善等価格競争力の向上に努めております。  

 しかし、依然として当社売上高に占めるビジネスフォーム売上高は66.1％と高い構成比を占めてお

り、一層の市場縮小や価格競争激化が進んだ場合には、当社業績は影響を受ける可能性があります。

②原材料である原紙について 

 当社の製造原価の25.9%を材料費が占めており、そのうち84.1%を原紙代が占めております。当社事

業にとって原紙は不可欠の存在であり、市況の変動や供給量の変動によっては、当社業績は影響を受

ける可能性があります。 

③個人情報の漏洩について 

 当社は情報処理事業を営んでおりますが、情報処理市場は企業のアウトソーシングニーズもあって

市場を拡大しております。データ出力業務の受託に当たっては、当社は顧客より大量の個人情報の貸

与を受けておりますが、これらの情報が漏洩する危険性が考えられます。 

 当社では、こうした危険性を踏まえ、生産拠点を集約し最新のセキュリティシステムを導入し、関

係者以外の事業所への立ち入りを制限するとともに、プライバシーマークを取得して従業員にモラル

教育を実施する等、個人情報漏洩防止の施策をとっております。 

 しかしながら、こうした取組にも関わらず当該個人情報が漏洩した場合、当社は既存顧客の逸失、

業務拡大の不能、損害賠償責任の発生等業績に多大な影響を受ける可能性があります。 

 また、当社以外の同業者で個人情報の漏洩が起こった場合、企業のアウトソーシング意欲が低下

し、市場の拡大が鈍化して当社業績に影響を与える可能性があります。 

④主要な販売先への依存割合 

 主要な販売先への依存割合が偏重を来たさないよう、新規取引先開拓も含め、幅広く営業活動を行

っておりますが、当事業年度における売上高比率が17.0％を占めるアフラック（アメリカンファミリ

ー生命保険会社）との取引に急激な変化が生じた場合、当社業績は影響を受ける可能性があります。

⑤当社と当社筆頭株主の山田株式会社との関係について 

 当社の筆頭株主である山田株式会社は当事業年度末現在、当社株式の13.6％を所有しております。

同社は当社の大株主上位第３位である山田芳弘氏及びその近親者が議決権の過半数を支配する会社で

あります。同社、山田芳弘氏及び山田芳弘氏近親者(以下「同社等」という。)は、合計で当社株式の

28.4％を所有しており、その保有する議決権の比率は30.3％であります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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 これは、当社創業者である川瀬渉と山田芳弘氏の父親が伊勢藤紙工株式会社(現株式会社イセト

ー)の同僚であり、川瀬渉が当社の設立に際し同氏より出資を受けたことによるものであり、現在、

同社等は当社の経営に関与しておりません。 

 しかしながら、今後、同社等の当社経営に関する意向、同社等の当社株式の保有方針等によっては

当社の経営方針、事業運営等に影響を受ける可能性があります。 

⑥当社生産拠点が１ケ所であることのリスク 

 当社の現有生産拠点は、「情報センター」１ケ所であります。災害等不測の事態が発生した場合、

当社業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社における情報処理事業はシステム開発によるデータ編集・加工から、インクジェット高速プリンタ及

びフルカラーオンデマンド機によるデータ印字・印刷のアウトソーシング受託をしております。さらに、出

力した印字・印刷物の製本加工並びに封入封緘と発送業務といったメーリング業務、電子帳票・電子ファイ

ルを始めとした電子画面管理などの領域に及んでおります。 

  

当社の事業の系統図は以下のとおりであります。 

  

 

  

当社の関連当事者の事業内容は次のとおりであります。 

＜ビジネスサービス株式会社＞ 

保険代理店業務並びに不動産賃貸業務を主な事業内容としております。 

  

2. 企業集団の状況
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当社は創業以来培ってきたビジネスフォームをベースとする印刷・印字技術とオンデマンド・デジタ

ル処理技術などを融合した総合的な情報処理サービスを提供しております。 

 これらの技術をもとに、「顧客第一主義」を唱え、得意先企業に対して高品質の製品・サービスの提

供、「one to one」を可能とするオンデマンドサービスの供給を展開しております。 

 これらを通して、得意先企業の顧客創造と拡大のお役に立ち、延いては費用対効果を高め利益創造に

貢献していくことを旨としてきております。今後一層、顧客のニーズに応じた顧客に役立つ情報処理事

業の整備拡大を目指してまいります。 

当社は、企業の存続こそ株主並びに社会に対する責務であると認識し、企業の安定性の指標となる株

主資本比率及び流動比率の向上に努めてまいりました。 

 具体的な目標数値は株主資本比率70％以上、流動比率200％以上としており、当事業年度につきまし

ては、営業活動によるキャッシュ・フローで154百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが76百万

円を要しましたが、自己資本比率78.5％、流動比率304.3％と目標は達成しております。 

ビジネスフォーム業界におきましては、引き続き需要の低迷構造が継続するものと考えられます。価

格面の改善が見込めるとは言い難く、生産の効率化のもと原価改善課題は引き続くものと思われます。

一方、情報処理も含めた市場動向も電子アイテムが加速的に台頭するものと考えられます。  

 このようなことから当社は、一層情報処理事業に傾斜させた展開をとる所存です。  

 さらに、市場も首都圏に集中した構造が続行するものと思われます。個人情報保護に関してはより精

度の高い情報管理体制の構築が強く求められております。こうした中、当社は次のような取組みを実施

してまいります。 

 (ア)情報処理に傾斜した営業体制ならびにその支援体制の構築  

 (イ)大都市圏とりわけ首都圏における新規開拓活動の強化  

 (ウ)情報センターでの個人情報保護体制ならびに生産体制の強化  

わが国経済の先行きにつきましては、当面厳しい状況が続くとみられ、世界景気減速による下振れ懸

念などにより、経営環境は厳しい状況が継続するものと思われます。  

 ビジネスフォーム事業におきましては、ビジネスフォーム需要は継続して縮小し、情報処理分野及び

周辺業務のニーズは増加するものの競争激化になると予想されます。競争要素として、価格・品質に加

えて相次ぐ情報漏えい事故によりセキュリティ性と企業信用度がますます強く要請されるものと考えま

す。 

 かかる環境の中、縮小するビジネスフォーム売上といえども過半数の売上を占めており、価格の適正

化及び生産の効率化を推進する必要があります。  

 情報処理事業におきましては、全営業が金融関連を初め、通信・通販関連等の顧客に向け提案営業の

強化を図り、積極的に受注拡大に努めるとともに、生産面では千葉県佐倉市「ちばリサーチパーク」内

に生産設備を集約し、高まりを増している個人情報保護ニーズに対応した完全セキュリティ下の一貫生

産体制を構築しました。今後は、後加工分野の内製化、省力化の推進により原価率の低減をはかってま

いります。情報セキュリティの強化及び企業信用度を高めるために、既に認証を得ておりますＩＳＯ

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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9001：2000及びプライバシーマークの運用水準のレベルアップが要請されていることや、昨年度から

義務付けられた財務報告に係る内部統制報告書の作成に対応するため、社内業務の改善・合理化をさら

に図る必要があり、従前に増した所要の役務とコスト負担が必要と考えます。  
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4.【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 1,811,803 1,666,039

受取手形 19,548 16,822

売掛金 488,176 538,657

有価証券 36,735 2,209

商品及び製品 36,715 43,962

仕掛品 20,670 15,973

原材料及び貯蔵品 36,135 26,647

前払費用 22,832 24,799

繰延税金資産 35,839 53,015

その他 44,977 8,125

貸倒引当金 △1,062 △117

流動資産合計 2,552,371 2,396,136

固定資産   

有形固定資産   

建物 808,634 812,262

減価償却累計額 △202,957 △260,779

建物（純額） 605,676 551,482

構築物 24,701 24,701

減価償却累計額 △5,487 △9,686

構築物（純額） 19,214 15,015

機械及び装置 1,785,593 1,789,534

減価償却累計額 △1,353,870 △1,435,301

機械及び装置（純額） 431,723 354,233

車両運搬具 24,969 23,979

減価償却累計額 △16,818 △19,783

車両運搬具（純額） 8,151 4,196

工具、器具及び備品 438,163 442,425

減価償却累計額 △325,781 △364,598

工具、器具及び備品（純額） 112,382 77,827

土地 539,125 539,125

リース資産 － 234,600

減価償却累計額 － △18,290

リース資産（純額） － 216,309

建設仮勘定 6,900 －

有形固定資産合計 1,723,173 1,758,190

無形固定資産   

ソフトウエア 20,276 26,662

電話加入権 6,657 6,657

ソフトウエア仮勘定 21,000 52,500

無形固定資産合計 47,933 85,819
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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 ※1  134,274 ※1  234,785

長期預金 － 100,000

出資金 135 135

破産更生債権等 4,090 3,593

長期前払費用 413 405

繰延税金資産 150,943 －

敷金及び保証金 95,887 87,146

保険積立金 449,899 156,524

会員権 29,650 29,650

貸倒引当金 △13,397 △13,232

投資その他の資産合計 851,897 599,008

固定資産合計 2,623,004 2,443,018

資産合計 5,175,375 4,839,155

負債の部   

流動負債   

買掛金 178,240 160,355

短期借入金 400,000 410,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  18,000 ※1  18,000

未払金 88,509 43,203

未払費用 36,300 36,791

未払法人税等 3,449 10,722

未払消費税等 － 28,642

預り金 6,600 6,405

賞与引当金 42,643 41,187

その他 229 32,195

流動負債合計 773,972 787,503

固定負債   

長期借入金 ※1  18,000 －

リース債務 － 197,963

退職給付引当金 45,944 36,455

長期預り保証金 300 －

役員退職慰労引当金 367,479 17,282

繰延税金負債 － 900

固定負債合計 431,724 252,603

負債合計 1,205,697 1,040,107
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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 1,226,650 1,226,650

資本剰余金   

資本準備金 1,171,200 1,171,200

その他資本剰余金 1,455 1,455

資本剰余金合計 1,172,655 1,172,655

利益剰余金   

利益準備金 196,000 196,000

その他利益剰余金   

別途積立金 1,782,778 1,782,778

繰越利益剰余金 △323,600 △500,536

利益剰余金合計 1,655,177 1,478,241

自己株式 △79,948 △79,948

株主資本合計 3,974,533 3,797,597

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,855 1,449

評価・換算差額等合計 △4,855 1,449

純資産合計 3,969,678 3,799,047

負債純資産合計 5,175,375 4,839,155
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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   

製品売上高 3,269,180 2,903,878

商品売上高 759,250 610,168

売上高合計 4,028,430 3,514,046

売上原価   

製品期首たな卸高 32,937 34,878

当期製品製造原価 2,643,093 2,203,909

合計 2,676,031 2,238,788

製品期末たな卸高 34,878 41,515

製品売上原価 2,641,152 2,197,273

商品期首たな卸高 2,249 1,836

当期商品仕入高 588,265 488,237

合計 590,514 490,073

商品期末たな卸高 1,836 8,981

商品売上原価 588,677 481,092

売上原価合計 ※1  3,229,830 ※1  2,678,365

売上総利益 798,599 835,681

販売費及び一般管理費   

運搬費 129,051 100,147

役員報酬 90,444 59,585

給料手当及び賞与 259,674 268,708

役員退職慰労引当金繰入額 12,316 11,086

賞与引当金繰入額 19,024 19,142

法定福利費 52,650 51,223

交際費 18,651 21,456

旅費及び交通費 52,062 42,704

租税公課 34,301 11,261

減価償却費 14,465 15,208

賃借料 94,846 87,767

業務委託費 48,404 25,702

その他 ※5  165,974 ※5  149,607

販売費及び一般管理費合計 991,865 863,601

営業損失（△） △193,265 △27,920
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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) 

営業外収益   

受取利息 1,274 1,197

有価証券利息 1,853 6,966

受取配当金 1,840 1,255

受取賃貸料 4,111 6,734

受取補償金 1,010 5,000

受取手数料 1,117 －

保険解約返戻金 4,673 5,064

雑収入 2,573 11,942

営業外収益合計 18,456 38,159

営業外費用   

支払利息 5,733 9,510

有価証券売却損 － 3,722

投資有価証券評価損 － 3,420

保険解約損 4,034 －

雑損失 3,275 1,339

営業外費用合計 13,043 17,993

経常損失（△） △187,852 △7,753

特別利益   

固定資産売却益 ※2  250,790 ※2  －

貸倒引当金戻入額 2,206 1,109

保険解約返戻金 － 29,936

その他 2,421 1,347

特別利益合計 255,418 32,393

特別損失   

固定資産売却損 ※3  5,698 ※3  －

固定資産除却損 ※4  32,006 ※4  1,878

投資有価証券評価損 21,207 －

投資有価証券売却損 5,076 1,895

会員権評価損 8,550 －

本社移転費用 － 6,390

工場移転関連損失 8,421 －

貸倒引当金繰入額 2,971 －

特別損失合計 83,930 10,163

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △16,364 14,475

法人税、住民税及び事業税 7,450 9,338

法人税等調整額 △121,016 133,676

法人税等合計 △113,566 143,014

当期純利益又は当期純損失（△） 97,201 △128,538
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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 1,226,650 1,226,650

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,226,650 1,226,650

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,171,200 1,171,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,171,200 1,171,200

その他資本剰余金   

前期末残高 1,455 1,455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,455 1,455

資本剰余金合計   

前期末残高 1,172,655 1,172,655

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,172,655 1,172,655

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 196,000 196,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 196,000 196,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,782,778 1,782,778

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,782,778 1,782,778

繰越利益剰余金   

前期末残高 △372,396 △323,600

当期変動額   

剰余金の配当 △48,405 △48,396

当期純利益又は当期純損失（△） 97,201 △128,538

当期変動額合計 48,796 △176,935

当期末残高 △323,600 △500,536
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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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 1,606,381 1,655,177

当期変動額   

剰余金の配当 △48,405 △48,396

当期純利益又は当期純損失（△） 97,201 △128,538

当期変動額合計 48,796 △176,935

当期末残高 1,655,177 1,478,241

自己株式   

前期末残高 △79,747 △79,948

当期変動額   

自己株式の取得 △200 －

当期変動額合計 △200 －

当期末残高 △79,948 △79,948

株主資本合計   

前期末残高 3,925,938 3,974,533

当期変動額   

自己株式の取得 △200 －

剰余金の配当 △48,405 △48,396

当期純利益又は当期純損失（△） 97,201 △128,538

当期変動額合計 48,595 △176,935

当期末残高 3,974,533 3,797,597

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,537 △4,855

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,393 6,305

当期変動額合計 △7,393 6,305

当期末残高 △4,855 1,449

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,537 △4,855

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,393 6,305

当期変動額合計 △7,393 6,305

当期末残高 △4,855 1,449
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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) 

純資産合計   

前期末残高 3,928,476 3,969,678

当期変動額   

自己株式の取得 △200 －

剰余金の配当 △48,405 △48,396

当期純利益又は当期純損失（△） 97,201 △128,538

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,393 6,305

当期変動額合計 41,202 △170,630

当期末残高 3,969,678 3,799,047
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △16,364 14,475

減価償却費 236,262 243,587

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,893 △1,109

賞与引当金の増減額（△は減少） △790 △1,455

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,274 △9,488

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,316 △350,196

受取利息及び受取配当金 △4,969 △9,419

支払利息 5,733 9,510

有形固定資産売却損益（△は益） △245,410 －

無形固定資産売却損益（△は益） 318 －

有形固定資産除却損 32,006 1,878

会員権評価損 8,550 －

有価証券売却損益（△は益） － 3,722

投資有価証券売却損益（△は益） 5,076 1,895

投資有価証券評価損益（△は益） 21,207 3,420

保険解約損益（△は益） △634 △31,804

売上債権の増減額（△は増加） 98,892 △47,755

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,770 6,936

仕入債務の増減額（△は減少） △2,610 △17,884

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,588 28,642

その他 24,907 3,204

小計 135,512 △151,839

利息及び配当金の受取額 5,134 7,562

利息の支払額 △5,901 △9,938

法人税等の支払額 △13,863 △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 144,685 △154,445
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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) 

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

有価証券の取得による支出 － △49,985

有価証券の売却による収入 － 58,713

有形固定資産の取得による支出 △311,905 △46,562

有形固定資産の売却による収入 740,525 －

無形固定資産の取得による支出 △12,998 △53,842

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 △952 △100,906

投資有価証券の売却による収入 24,436 －

出資金の回収による収入 － 17,300

敷金及び保証金の差入による支出 － △13,714

敷金及び保証金の回収による収入 － 22,455

保険積立金の積立による支出 △25,926 △14,977

保険積立金の払戻による収入 33,817 340,157

会員権の取得による支出 △4,100 －

その他 8,692 497

投資活動によるキャッシュ・フロー 451,732 99,135

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） 32,000 10,000

長期借入金の返済による支出 △19,200 △18,000

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 － △19,578

配当金の支払額 △48,051 △48,425

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,452 △76,004

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78 △2,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 560,886 △133,646

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期末残高 ※1  1,629,686 ※1  1,496,039
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【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

その他有価証券

 時価のあるもの

 …決算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、売却原価は移動平

均法により算定)

 時価のないもの

 …移動平均法による原価法

その他有価証券

 時価のあるもの

同左

 時価のないもの

同左

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

─── デリバティブ

 時価法

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

商品・製品・仕掛品

 …個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

原材料

 …総平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

（会計方針の変更） 

 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）を適

用しております。 

 これにより営業損失、経常損失及び

税引前当期純損失は、それぞれ16,782

千円増加しております。

通常の販売目的で保有するたな卸資産

商品・製品・仕掛品

 …個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

原材料

 …総平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

４ 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(建物附属設備を

除く)については、定額法

   なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 ７～47年

機械及び装置 ２～10年

(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(建物附属設備を

除く)については、定額法

   なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 ７～47年

機械及び装置 ２～10年

  

（追加情報） 

 法人税法の改正を契機として資産

の利用状況の見直しを行い、機械及

び装置の耐用年数を、当事業年度よ

り従来の２～15年から、２～10年に

変更しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与え

る影響額は軽微であります。
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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)

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

 …定額法

   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)に基づく定額法を採

用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

同左

(3)リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係る資産 

   リース期間を耐用年数とし、残存価

額をゼロとする定額法によっておりま

す。 

  なお、当事業年度に計上するファイ

ナンス・リース取引はありません。 

   平成20年３月31日以前に契約をし

た、リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイナ

ンス・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。

(3)リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係る資産 

   リース期間を耐用年数とし、残存価

額をゼロとする定額法によっておりま

す。 

  平成20年３月31日以前に契約をし

た、リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイナ

ンス・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。

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

   売上債権等の貸倒れによる損失

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

回収可能性を検討し、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

   従業員に対して支給する賞与に

充てるため、支給見込額の当事業

年度負担額を計上しております。

(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

付債務見込額及び年金資産の額に

基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務見込額に基づき計上してお

ります。

(4) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当事業年度

末における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
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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)

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、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

する短期投資からなっております。

同左

７ 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

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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【会計処理の変更】

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等） 

 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））

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響額はありません。

─────

【表示方法の変更】

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)

(貸借対照表) 

 前事業年度において独立掲記していた仮受金（当事

業年度229千円）は、負債び純資産の合計額の100分の1

以下となったため、流動負債の「その他」に含めて表

示することに変更しました。

――――――

――――――

  
 
  
 
（損益計算書）
 前事業年度において独立掲記していた受取手数料（当
事業年度977千円）は、営業外収益の100分の10以下とな
ったため、営業外収益の「その他」に含めて表示するこ
とに変更しました。
 前事業年度において独立掲記していた保険解約損（当
事業年度2千円）は、営業外費用の100分の10以下となっ
たため、営業外費用の「その他」に含めて表示すること
に変更しました。

【追加情報】

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)

―――――― （退職給付制度の変更）

当社は、適格退職年金制度を設けておりましたが、
平成21年７月１日付で退職給付制度の改定を実施し、
適格退職年金制度を確定拠出年金制度及び退職一時金
制度へ移行いたしました。この移行に伴う会計処理に
ついては「退職給付制度間の移行等に関する会計処
理」（企業会計基準適用指針第１号）及び「退職給付
制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」
（実務対応報告第２号）を適用しております。なお、
本制度変更による一部終了損益として、当事業年度に
おいて特別利益1,347千円を計上しております。

25

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



  

 
  

(8)【財務諸表に関する注記事項】

(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 担保に供している資産及び対応する債務は次のと

おりであります。

   担保に供している資産

投資有価証券 18,675千円

   対応する債務

１年内返済予定の長期借入金

長期借入金

16,000千円

18,000千円

   また、以下の借入金には、担保留保条項が付され

ております。

１年内返済予定の長期借入金 18,000千円

長期借入金 18,000千円

 

 

※１ 担保に供している資産及び対応する債務は次のと

おりであります。

   担保に供している資産

投資有価証券 14,152千円

   対応する債務

１年内返済予定の長期借入金 18,000千円

   また、以下の借入金には、担保留保条項が付され

ております。

１年内返済予定の長期借入金 18,000千円

 ２ 当座貸越契約に関する注記

    当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行10行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,890,000千円

借入実行残高 250,000千円

差引借入未実行残高 1,640,000千円

 ２ 当座貸越契約に関する注記

    当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行９行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,690,000千円

借入実行残高 260,000千円

差引借入未実行残高 1,430,000千円

26

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



  

 
  

(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 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価

に含まれております。

16,782千円

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。

11,822千円

 

 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物 119,058千円

構築物 1,502千円

機械及び装置 2,271千円

車両運搬具 221千円

工具、器具及び備品 1,467千円

土地 126,268千円

合計 250,790千円

 

 

※２         ───

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物 1,118千円

構築物 8千円

機械及び装置 2,241千円

車両運搬具 122千円

工具、器具及び備品 100千円

土地 1,788千円

ソフトウェア 318千円

合計 5,698千円

※３         ───

 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 9,726千円

機械及び装置 15,979千円

車両運搬具 133千円

工具、器具及び備品 6,166千円

合計 32,006千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 1,068千円

機械及び装置 695千円

車両運搬具 27千円

工具、器具及び備品 87千円

合計 1,878千円

  

※５ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 8,454千円

※５ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 10,911千円
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加         881株 

  
３ 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 

 
  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
  

３ 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)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 5,160,000 ― ― 5,160,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 319,429 881 ― 320,310

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20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 48,405 10 平成20年３月31日 平成20年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 48,396 10 平成21年３月31日 平成21年６月30日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 5,160,000 ─ ─ 5,160,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 320,310 ─ ─ 320,310

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29日 
定時株主総会

普通株式 48,396 10 平成21年３月31日 平成21年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 48,396 10 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

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 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

現金及び預金勘定 1,811,803千円

有価証券勘定 36,735千円

定期預金 △210,000千円

１年内償還予定債券 △8,852千円

現金及び現金同等物 1,629,686千円

───

 

※１ 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

現金及び預金勘定 1,666,039千円

定期預金 △170,000千円

現金及び現金同等物 1,496,039千円

 ２ 重要な非資金取引の内容

 当期に新たに計上したファイナンス・リース取
引に係る資産及び債務の額は、それぞれ234,600千
円であります。
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(リース取引関係)

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．ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 (1)リース資産の内容 

   当事業年度に該当するリース資産がありません。 

 (2)リース資産の減価償却の方法 

   重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。 

 (3)リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械及び装置 211,327 168,915 42,412

工具器具 
及び備品

74,461 42,779 31,681

ソフトウエア 27,618 19,776 7,841

合計 313,407 231,472 81,935

１．ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 (1)リース資産の内容 

   主として、高速オンデマンドプリンターでありま

す。 

 (2)リース資産の減価償却の方法 

   重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。 

 (3)リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械及び装置 34,600 29,960 4,640

工具器具
及び備品

69,911 50,938 18,972

ソフトウエア 23,180 20,861 2,318

合計 127,691 101,760 25,930

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 57,840千円

１年超 28,373千円

合計 86,213千円
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 16,779千円

１年超 10,536千円

合計 27,315千円

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 51,955千円

減価償却費相当額 46,520千円

支払利息相当額 3,976千円
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 58,785千円

減価償却費相当額 36,405千円

支払利息相当額 2,172千円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 

 ⑤ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

２．オペレーティング・リース取引

   オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

１年以内 985千円

１年超 3,366千円

合計 4,351千円
 

 ⑤ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

２．オペレーティング・リース取引

   オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

１年以内 985千円

１年超 2,380千円

合計 3,366千円
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(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式及び債券について21,207千円減損処理を行い、

減損処理後の帳簿価額を取得原価に計上しております。 

  

 
  

   その他有価証券 

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 
  

(有価証券関係)

前事業年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日)

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額 
(千円)

差額 
(千円)

(貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)

 ① 株式 22,941 33,918 10,976

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

  小計 22,941 33,918 10,976

(貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)

 ① 株式 65,429 58,655 △6,773

 ② 債券 12,611 10,603 △2,008

 ③ その他 41,031 34,271 △6,760

  小計 119,073 103,530 △15,542

合計 142,014 137,449 △4,565

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

24,436 ― 5,076

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額(平成21年３月31日)

非上場株式 5,678千円
米ドルＭＭＦ 27,882千円

区分
1年以内
（千円）

1年超5年以内
（千円）

5年超10年以内
（千円）

10年超 
（千円）

１.債券

 (1) 国債・地方債等 ― ― ― ―

 (2) 社債 ― ― ― ―

 (3) その他 8,852 1,750 ― ―

２.その他 ― ― ― ―

合計 8,852 1,750 ― ―

31

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



  

 
(注) 当事業年度の貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの「債券」の中には複合金融商品が含まれて

おり、その組込デリバティブ損失は、損益計算書の営業外費用に3,420千円計上しております。 

  

  

 
  

  

 
  

当事業年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)

１ その他有価証券(平成22年３月31日)

区分
貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額 
(千円)

(貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)

 ① 株式 57,117 42,226 14,890

 ② 債券 2,209 1,987 222

 ③ その他 ─ ─ ―

  小計 59,326 44,214 15,112

(貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)

 ① 株式 41,014 47,034 △6,019

 ② 債券 96,594 100,015 △3,420

 ③ その他 34,380 41,031 △6,651

  小計 171,990 188,082 △16,092

合計 231,317 232,296 △979

２ 事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

区分 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

株式 ─ ― ─

債券 8,728 ─ 1,895

その他 33,381 ─ 3,722

合計 42,110 ─ 5,618

(持分法投資損益等)

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)

該当事項はありません。 同左
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（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月

17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平

成18年10月17日）を適用しております。 

 なお、これに伴い前事業年度において開示しておりましたビジネスサービス㈱につきましては、

当事業年度における取引金額が1,000万円以下のため、開示を省略しております。 
  

１ 関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

  

１ 関連当事者との取引 

  

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 

  

 
(注) 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

１．平成21年６月29日付で代表取締役を退任し、会長に就任したため、取引金額は平成21年７月から平成22年

３月までの金額を記載しております。 

２．報酬は、業務内容を勘案のうえ決定しております。 

３．取締役川瀬康平の実父であり、当社の代表取締役として企業経営に携わってきた実績があり長年の経験、

奥深い知識、幅広い人脈等をもとに、当社に対して助言指導を行っております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

(関連当事者情報)

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)

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株
主（個
人）及
びその
近 親
者、役
員及び
その近
親者

川瀬 清 ― ― 当社会長
(被所有)
直接 10.8

前当社代表
取締役社長

報酬 18,000 ― ―

33

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



  

 
  

(税効果会計関係)

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 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  (繰延税金資産)

未払事業税 1,285千円

貸倒引当金 4,048千円

賞与引当金 17,313千円

退職給付引当金 18,653千円

役員退職慰労引当金 149,196千円

棚卸資産評価損 6,813千円

投資有価証券評価損 27,791千円

ゴルフ会員権評価損 10,159千円

減損損失 31,959千円

未払金 6,453千円

その他有価証券評価差額金 1,971千円

税務上の繰越欠損金 4,051千円

その他 4,649千円

繰延税金資産小計 284,345千円

評価性引当額 △97,562千円

繰延税金資産合計 186,782千円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  (繰延税金資産)

未払事業税 1,402千円

貸倒引当金 4,203千円

賞与引当金 16,722千円

退職給付引当金 14,801千円

役員退職慰労引当金 7,016千円

棚卸資産評価損 4,820千円

投資有価証券評価損 29,179千円

ゴルフ会員権評価損 10,159千円

減損損失 31,504千円

税務上の繰越欠損金 142,898千円

その他 5,327千円

繰延税金資産小計 268,036千円

評価性引当額 △214,929千円

繰延税金資産合計 53,106千円

  (繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △991千円

繰延税金負債合計 △991千円

繰延税金資産の純額 52,115千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等一時差異ではない項目 △46.3％

住民税均等割等 △54.0％

評価性引当額 743.9％

法人税等還付 8.5％

その他 1.3％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

694.0％  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等一時差異ではない項目 60.2％

住民税均等割等 59.5％

評価性引当額 824.4％

その他 3.3％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

988.0％
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(退職給付関係)

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 採用している退職給付制度の概要

   当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金

制度及び厚生年金基金制度を設けております。当社

は大阪府印刷工業厚生年金基金に加入しております

が、当該厚生年金基金制度は退職給付会計に関する

実務指針第33項の例外処理を行う制度であります。 

厚生年金制度に関する事項

（1）制度全体の積立状況に関する事項（平成20年3
月31日現在）

年金資産の額 47,625,730千円

年金財政計算上の給付債務の額 60,076,109千円

差引額 △12,450,378千円

（2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（自平
成19年4月1日 至平成20年3月31日）1.3％
（3）補足説明 
上記(1)の差引額の内容は、年金財政計算上の過去
勤務債務11,473,151千円、資産評価調整控除額
5,800,022千円、別途積立金4,822,794千円でありま
す。 

 

１ 採用している退職給付制度の概要

   当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金

制度及び厚生年金基金制度を設けておりましたが、

平成21年7月1日付で退職給付制度の改定を実施し、

適格退職年金制度を確定拠出年金制度及び退職一時

金制度へ移行いたしました。当社は大阪府印刷工業

厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金

基金制度は退職給付会計に関する実務指針第33項の

例外処理を行う制度であります。 

厚生年金制度に関する事項

（1）制度全体の積立状況に関する事項（平成21年3
月31日現在）

年金資産の額  35,430,603千円

年金財政計算上の給付債務の額 59,810,369千円

差引額 △24,379,765千円

（2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（自平
成20年4月1日 至平成21年3月31日）  1.3％
（3）補足説明
上記(1)の差引額の内容は、年金財政計算上の過去
勤務債務11,016,589千円、繰越不足金7,951,972千
円、資産評価調整加算額5,411,204千円でありま
す。 

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △117,341千円

年金資産残高 71,397千円

退職給付引当金 △45,944千円

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △36,455千円

年金資産残高 ─千円

退職給付引当金 △36,455千円

 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 12,791千円

厚生年金基金支払保険料 28,742千円

臨時に支払った割増退職金等 6,043千円

退職給付費用合計 47,577千円

 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用

確定拠出年金制度への拠出額

3,578千円

6,844千円

厚生年金基金支払保険料 28,430千円

臨時に支払った割増退職金等 ─千円

退職給付費用合計 38,853千円
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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) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
(1) ストック・オプションの内容 

  

 
（注）取締役１名の退任により、30,000株は失権しております。 

   (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    ① ストック・オプションの数 

(ストック・オプション等関係)

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数(名) 主たる幹部従業員12 当社の取締役１（注）

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 188,000 普通株式 30,000（注）

付与日 平成15年７月15日 平成16年７月15日

権利確定条件

 新株予約権の割り当てを受けた者
(以下「新株予約権者」という。)
は、権利行使時において、当社の取
締役、監査役もしくは従業員の地位
にあることを要する。ただし、当社
を任期満了により退任、定年退職そ
の他正当な理由があると当社取締役
会が認め、その者の退職または退任
後の権利行使を当社取締役会で承認
した場合はこの限りではない。 
 新株予約権の質入れその他の処分
および相続は認めない。 
 その他の条件については、株主総
会決議および新株予約権発行の取締
役会決議に基づき、当社と新株予約
権者との間で締結する「新株予約権
割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の割り当てを受けた者
(以下「新株予約権者」という。)
は、権利行使時において、当社の取
締役、監査役もしくは従業員の地位
にあることを要する。ただし、当社
を任期満了により退任、定年退職そ
の他正当な理由があると当社取締役
会が認め、その者の退職または退任
後の権利行使を当社取締役会で承認
した場合はこの限りではない。 
 新株予約権の質入れその他の処分
および相続は認めない。 
 その他の条件については、株主総
会決議および新株予約権発行の取締
役会決議に基づき、当社と新株予約
権者との間で締結する「新株予約権
割当契約」に定めるところによる。

対象勤務期間
平成15年６月27日
～平成17年６月30日

平成16年６月29日 
～平成18年６月30日

権利行使期間
平成17年７月１日
～平成20年６月30日

平成18年７月１日 
～平成21年６月30日

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

権利確定前

 期首(株) ― ―

 付与(株) ― ―

 失効(株) ― ―

 権利確定(株) ― ―

 未確定残(株) ― ―

権利確定後

 期首(株) 95,000 60,000

 権利確定(株) ― ―

 権利行使(株) ― ―

 失効(株) 95,000 30,000

 未行使残(株) ― 30,000

36

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



 
  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
(1) ストック・オプションの内容 

  

 
 （注）取締役１名の退任により、30,000株は失権しております。 

② 単価情報

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

権利行使価格(円) 265 301

行使時平均株価(円) ― ―

付与日における公正な 
評価単価（円）

― ―

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の取締役１（注）

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 30,000（注）

付与日 平成16年７月15日

権利確定条件

 新株予約権の割り当てを受けた者
(以下「新株予約権者」という。)
は、権利行使時において、当社の取
締役、監査役もしくは従業員の地位
にあることを要する。ただし、当社
を任期満了により退任、定年退職そ
の他正当な理由があると当社取締役
会が認め、その者の退職または退任
後の権利行使を当社取締役会で承認
した場合はこの限りではない。 
 新株予約権の質入れその他の処分
および相続は認めない。 
 その他の条件については、株主総
会決議および新株予約権発行の取締
役会決議に基づき、当社と新株予約
権者との間で締結する「新株予約権
割当契約」に定めるところによる。

対象勤務期間
平成16年６月29日
～平成18年６月30日

権利行使期間
平成18年７月１日
～平成21年６月30日
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   (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    ① ストック・オプションの数 

 

 
  

  

 
  

賃貸等不動産については、総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

（追加情報） 

 当事業年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28

日日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平

成20年11月28日）を適用しております。 

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日

権利確定前

 期首(株) ─

 付与(株) ─

 失効(株) ─

 権利確定(株) ─

 未確定残(株) ─

権利確定後

 期首(株) 30,000

 権利確定(株) ─

 権利行使(株) ─

 失効(株) 30,000

 未行使残(株) ─

② 単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日

権利行使価格(円) 301

行使時平均株価(円) ―

付与日における公正な 
評価単価（円）

―

(企業結合等関係)

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)

該当事項はありません。 同左

(賃貸等不動産関係)

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）
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(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

  

 
  

 デリバティブ取引、金融商品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ます。 

  

 
  

(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         820円23銭 １株当たり純資産額         784円98銭

１株当たり当期純利益        20円08銭 １株当たり当期純損失        26円56銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ
きましては、希薄化効果を有しないため記載して
おりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
につきましては、潜在株式は存在しますが、１株
当たり当期純損失である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)

１株当たり当期純利益又は当期純損失

 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） 97,201 △128,538

 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又は当期
純損失（△）

(千円) 97,201 △128,538

 普通株式の期中平均株式数 (千株) 4,839 4,839

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額 (千円) ― ─

 普通株式増加数 (千株) ― ─

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要

平成16年６月29日定時株
主総会決議 
新株予約権の数 30個 
新株予約権の概要は「ス
トック・オプション等関
係」に記載のとおりであ
ります。

───

（開示の省略）

(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)

該当事項はありません。 同左
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①取締役の異動（平成22年５月１日付） 

常務取締役生産本部長兼         （旧・取締役生産本部長兼 
 情報センター長兼        川瀬 康平    情報センター長兼 
 最高財務責任者                最高財務責任者） 

  

②監査役の異動（平成22年６月29日付） 

１．新任予定監査役 

    常勤監査役       河辺 俊二 

２．退任予定監査役 

    常勤監査役       岸 暁男 

当事業年度の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。 

  

当事業年度の商品仕入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。 

  

当事業年度の製品受注状況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。 

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) 生産受注販売の状況

① 生産実績

事業部門 金額(千円) 前年同期比(％)

ビジネスフォーム事業 1,721,340 △9.1

情報処理事業 1,192,376 △15.2

合計 2,913,716 △11.7

② 商品仕入実績

事業部門 金額(千円) 前年同期比(％)

ビジネスフォーム事業 488,237 △17.0

情報処理事業 ─ ─

合計 488,237 △17.0

③ 受注状況

事業部門

受注高 受注残高

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

ビジネスフォーム事業 1,679,565 △8.1 51,435 △57.2

情報処理事業 1,192,376 △15.2 ─ ─

合計 2,871,941 △11.2 51,435 △57.2
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当事業年度の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) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
  

④ 販売実績

事業部門 金額(千円) 前年同期比(％)

ビジネスフォーム事業 2,321,670 △11.5

情報処理事業 1,192,376 △15.2

合計 3,514,046 △12.8
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