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(注)当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注)当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

※通期の業績予想につきましては、現時点で合理的に見込むことが難しい状況のため平成22年5月7日に公表の数値を据

置いております。詳細は、添付資料2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

(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 ％

23年3月期第１四半期 7,559 24.8 341 ― 342 ― 230 ―

22年3月期第１四半期 6,057 △40.9 △600 ― △654 ― △487 ―

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            
23年3月期第１四半期 12.98 ―                  
22年3月期第１四半期 △27.41 ―

(2) 連結財政状態

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

23年3月期第１四半期 31,140 25,714 79.9 1,397.93

22年3月期 31,060 26,045 81.0 1,413.61

(参考) 自己資本 23年3月期第１四半期 24,882百万円 22年3月期 25,161百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年3月期 ― 20.00 ― 10.00 30.00

23年3月期 ―                                   

23年3月期(予想)          15.00 ― 15.00 30.00

3. 平成23年3月期の連結業績予想（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)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) 16,180 20.3 1,320 ― 1,140 ― 620 ― 34.83

通期 31,310 10.2 1,630 130.2 1,530 132.0 740 ― 41.57
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(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信

の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想は本資料の発表日現在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場合があります。 

4. その他（詳細は、添付資料3ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  (注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

  (注)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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

(注)「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、表示方法等の変更の有無となります。

 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期１Ｑ 17,800,000株 22年3月期 17,800,000株

② 期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 270株 22年3月期 270株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 17,799,730株 22年3月期１Ｑ 17,799,798株
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 前年度前半を底に緩やかな回復基調が続いた世界経済は、欧州での財政危機等により景気の先行きに不透明感が増

したものの、当第１四半期も引き続き企業の生産活動を中心に緩やかな回復が継続しました。 

 当第１四半期の地域別売上高は、いずれの地域においても景気の底であった前年同期を上回りました。北米では自

律的な景気の回復に加えて積極的な営業活動が売上の拡大に結びつき、欧州では地域によりバラつきがあったものの

総じて売上は前年同期を上回りました。アジアやその他の地域では大きく売上を伸ばし、日本国内においても堅調な

結果となりました。品目別売上高では、プリンターを中心に前年同期と比べ大きく増加しました。 

 以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高で対前年同期比24.8％増の75億59百万円となりました。利益につきま

しては、在庫圧縮に向け生産調整を行った前年同期と比較して生産量が増えたこと等で原価率が改善、また販売費及

び一般管理費は、売上高の増加に伴い売上高に対する比率が低下し、営業利益で3億41百万円（前年同期は営業損失6

億円）、経常利益では3億42百万円（前年同期は経常損失6億54百万円）、四半期純利益では2億30百万円（前年同期は

四半期純損失4億87百万円）となりました。 

  

品目別売上高 

 
  

  

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ79百万円増加し、311億40百万円(前連結会計年度末比

100.3％)となりました。流動資産では、現金及び預金が1億19百万円増加、また販売回復に伴う適正在庫の確保や生産

量の増加等により商品及び製品等のたな卸資産が5億25百万円増加いたしました。一方で未収入金の減少等によりその

他の流動資産が3億21百万円減少いたしました。固定資産は、有形固定資産、のれんやソフトウエアの償却等により2

億84百万円減少いたしました。 

 当第１四半期末の負債は、4億10百万円増加し、54億25百万円(前連結会計年度末比108.2％)となりました。流動負

債では、支払手形及び買掛金が4億65百万円増加、また未払金の増加等によりその他の流動負債が1億13百万円増加い

たしました。一方で、賞与引当金が支払による取り崩しにより1億91百万円減少いたしました。 

 当第１四半期末の純資産は、3億30百万円減少し、257億14百万円(前連結会計年度末比98.7％)となりました。利益

剰余金は、配当の支払による減少はあったものの当第１四半期連結会計期間の業績の回復に伴い53百万円増加いたし

ました。一方で、前連結会計年度末と比較し為替レートが円高となったこと等により為替換算調整勘定が3億25百万円

の減少、また少数株主持分が51百万円の減少となりました。 

  

  

 平成22年5月7日に公表しました当期の第２四半期連結累計期間業績予想につきまして見直しを行いました。通期業

績の見込みに関しましては現状、為替等の不確定要素も多いため、合理的に業績を予想することが難しくなっており

ます。従いまして、サマリー情報「3. 平成23年3月期の連結業績予想」に記載の通期業績予想は第２四半期の業績修

正を加味しているものではなく、平成22年5月7日に公表の数値を据置いております。なお、通期業績予想につきまし

ては、合理的な算定が可能となった段階で速やかに開示致します。詳細は本日、別途「業績予想の修正に関するお知

らせ」で開示しております。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1)連結経営成績に関する定性的情報

品目
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 増減額 

(百万円)

構成比増減 

(％)

前年同期比 

(％)金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

プリンター 2,537 41.9 3,414 45.2 876 3.3 134.6

プロッタ 312 5.1 338 4.5 25 △0.6 108.3

工作機器 476 7.9 517 6.8 40 △1.1 108.6

サプライ 2,127 35.1 2,401 31.8 273 △3.3 112.9

その他 603 10.0 887 11.7 284 1.7 147.1

合計 6,057 100.0 7,559 100.0 1,501 － 124.8

(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
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該当事項はありません。 

   

   

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計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棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

  

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

  

④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、前連結会計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ので、前連結会計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。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

    

2. その他の情報

(1)重要な子会社の異動の概要(連結の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特有の会計処理の概要

(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,866,323 9,747,249

受取手形及び売掛金 3,028,561 2,977,123

商品及び製品 3,958,347 3,588,912

仕掛品 117,419 66,686

原材料及び貯蔵品 1,632,116 1,526,577

繰延税金資産 594,751 603,500

その他 1,527,007 1,848,835

貸倒引当金 △24,325 △22,265

流動資産合計 20,700,202 20,336,620

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,426,925 6,423,521

減価償却累計額 △3,097,875 △3,046,825

建物及び構築物（純額） 3,329,050 3,376,695

機械装置及び運搬具 666,169 667,497

減価償却累計額 △426,017 △414,083

機械装置及び運搬具（純額） 240,151 253,414

工具、器具及び備品 2,292,448 2,321,022

減価償却累計額 △1,886,611 △1,886,985

工具、器具及び備品（純額） 405,837 434,036

土地 3,190,163 3,191,243

建設仮勘定 22,038 8,999

有形固定資産合計 7,187,240 7,264,389

無形固定資産   

のれん 1,622,414 1,780,753

ソフトウエア 624,325 657,377

電話加入権 8,197 8,254

無形固定資産合計 2,254,937 2,446,384

投資その他の資産   

投資有価証券 112,607 122,854

繰延税金資産 29,772 29,461

長期預金 500,000 500,000

その他 405,099 411,321

貸倒引当金 △49,822 △50,205

投資その他の資産合計 997,655 1,013,432

固定資産合計 10,439,834 10,724,206

資産合計 31,140,037 31,060,827
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年3月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,729,869 2,264,350

未払法人税等 31,214 6,847

賞与引当金 244,218 435,539

役員賞与引当金 10,000 －

製品保証引当金 199,707 194,371

その他 1,732,331 1,618,591

流動負債合計 4,947,341 4,519,700

固定負債   

繰延税金負債 60,790 89,332

退職給付引当金 85,780 78,023

長期未払金 136,009 137,465

その他 195,635 190,868

固定負債合計 478,216 495,690

負債合計 5,425,557 5,015,391

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,668,700 3,668,700

資本剰余金 3,700,603 3,700,603

利益剰余金 19,202,676 19,149,676

自己株式 △497 △497

株主資本合計 26,571,481 26,518,481

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,873 8,992

為替換算調整勘定 △1,691,549 △1,365,638

評価・換算差額等合計 △1,688,676 △1,356,646

少数株主持分 831,673 883,600

純資産合計 25,714,479 26,045,435

負債純資産合計 31,140,037 31,060,827
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(2)四半期連結損益計算書 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年4月 1日 
 至 平成21年6月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年4月 1日 
 至 平成22年6月30日) 

売上高 6,057,411 7,559,200

売上原価 4,232,008 4,712,289

売上総利益 1,825,403 2,846,911

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 101,995 171,939

広告宣伝費及び販売促進費 161,126 157,505

貸倒引当金繰入額 4,227 5,622

製品保証引当金繰入額 18,286 18,293

給料及び賞与 1,195,283 1,158,897

賞与引当金繰入額 100,123 128,845

役員賞与引当金繰入額 － 10,000

旅費及び交通費 91,209 124,610

減価償却費 202,281 182,229

支払手数料 214,358 216,851

その他 336,952 331,011

販売費及び一般管理費合計 2,425,843 2,505,806

営業利益又は営業損失（△） △600,440 341,104

営業外収益   

受取利息 18,561 12,096

受取配当金 100 28,369

その他 18,474 25,338

営業外収益合計 37,135 65,804

営業外費用   

支払利息 27,323 5,425

売上割引 42,157 31,591

為替差損 13,630 25,517

その他 7,678 1,828

営業外費用合計 90,791 64,363

経常利益又は経常損失（△） △654,095 342,546

特別利益   

固定資産売却益 1,513 109

投資有価証券売却益 260 260

貸倒引当金戻入額 3,633 815

特別利益合計 5,407 1,184

特別損失   

固定資産除売却損 1,113 3,262

特別損失合計 1,113 3,262

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△649,802 340,468

法人税、住民税及び事業税 6,110 115,581

法人税等調整額 △154,523 △17,459

法人税等合計 △148,413 98,122

少数株主損益調整前四半期純利益 － 242,345

少数株主利益又は少数株主損失（△） △13,427 11,348

四半期純利益又は四半期純損失（△） △487,960 230,997
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 該当事項はありません。 

  

  

  

 該当事項はありません。 

(3)継続企業の前提に関する注記

(4)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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