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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 25,452 7.9 1,750 219.5 1,818 276.1 745 490.2
22年3月期第2四半期 23,589 1.5 547 161.2 483 14.3 126 △77.0

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2四半期 20.19 ―

22年3月期第2四半期 3.47 ―

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2四半期 48,885 33,921 67.1 913.36
22年3月期 50,541 34,164 65.3 905.91

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  32,804百万円 22年3月期  32,987百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 13.50 ― 14.50 28.00

23年3月期 ― 14.00

23年3月期 
（予想）

― 14.00 28.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 53,500 3.4 2,300 △27.1 2,500 △24.6 1,200 △15.9 32.46



(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 

（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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）野村信託銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託口）が保有する自己株式は、「期末自己株式数」には含めておらず、「期中平均株式数
（四半期累計）」には、含めております。 
なお、「期末自己株式数」に含めていない当該株式数は、786,400株であります。 

※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報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品
取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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見通し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、四半期決算短信（添付資料）３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。 

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。）

新規 ―社 （社名                  － ）、 除外 ―社 （社名                  － ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 38,200,910株 22年3月期  38,200,910株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,233,342株 22年3月期  1,787,480株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 36,907,953株 22年3月期2Q  36,414,441株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）におけるわが国経済は、各国の景気

刺激策の効果もあり輸出が緩やかに回復したことで、企業の設備投資や個人消費は持ち直しの傾向にありますが、

足元では円高による輸出の鈍化も見え始め、デフレ進行や雇用情勢の低迷は依然として懸念されており、更に今後

は、経済対策効果も薄れてくることが予想されますことから、不透明感の強い景況が続くものと思われます。  

  

 このような環境の中、データ配信の売上や国内・海外カーナビゲーション用データが堅調に推移したことに加

え、減少傾向にある住宅地図帳の売上も微減に留まりましたことから、売上高は25,452百万円（前年同期比1,862

百万円増加、7.9％増）となりました。  

 損益面では、増収に伴う営業費用の増加や、新規事業に係わる初期費用などが一部発生いたしましたが、地図デ

ータベース整備費用に対する会計処理方法の変更による影響が一巡したことなどにより、営業利益は1,750百万円

（前年同期比1,202百万円増加、219.5％増）、経常利益は1,818百万円（前年同期比1,334百万円増加、276.1％

増）、四半期純利益は745百万円（前年同期比618百万円増加、490.2％増）となりました。 

  

  セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  

  第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報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20号 平成20

年３月21日）を適用しております。  

 なお、セグメントの区分方法に変更はありませんので、各セグメントの前年同期比較を行っております。  

  

（地図データベース関連事業）  

 当社の主力事業であります地図データベース関連事業につきましては、携帯サービスの会員数の増加などにより

データ配信売上が堅調に推移いたしました。さらにエコカー減税・エコカー補助金などの経済対策の波及効果によ

り国内のカーナビゲーション用データの売上が増加し、海外のカーナビゲーション用データも北米市場向けの売上

が順調に推移いたしました。また、減少傾向にある住宅地図帳の売上も微減に留まりました結果、当事業の売上高

は21,051百万円（前年同期比2,083百万円増加、11.0％増）となりました。  

 損益面では、増収に伴う営業費用の増加や、コミュニケーションメディア事業『Actiz』に係わる初期費用など

が一部発生いたしましたが、前述の地図データベース整備費用に係る影響などにより、セグメント利益は1,690百

万円（前年同期の営業利益比1,208百万円増加、251.2％増）となりました。  

  

（一般印刷関連事業）   

 一般印刷関連事業の売上高は、受注が伸びたことで2,102百万円（前年同期比106百万円増加、5.3％増）となり

ましたが、固定費を賄うには至らずセグメント損失は53百万円（前年同期の営業損失比７百万円悪化）となりまし

た。 

  

（その他）  

 その他の売上高は2,298百万円（前年同期比326百万円減少、12.5％減）、セグメント利益は35百万円（前年同期

の営業利益比３百万円減少、9.8％減）となりました。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態といたしましては、前連結会計年度末（平成22年３月末）と比べ、現金

及び預金が1,926百万円減少いたしました結果、総資産は48,885百万円（前連結会計年度末比1,656百万円減少、

3.3％減）となりました。 

 また、当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。

  

 当第２四半期連結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、前連結会計年度末に比

べ1,022百万円減少し、6,280百万円（前年同期比2,147百万円増加）となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は1,789百万円（前年同期比1,740百万円増加）であります。これは、法人税等の支

払額1,597百万円があったものの、増益の影響に加え、減価償却費1,670百万円があったことなどによるものであり

ます。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は1,725百万円（前年同期比484百万円増加）であります。これは、有形及び無形固

定資産の取得による支出1,586百万円があったことなどによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は990百万円（前年同期比391百万円増加）であります。これは、「信託型従業員持

株インセンティブ・プラン」の導入に伴い長期借入による収入1,090百万円があったものの、短期借入金の返済

（純額）で650百万円、配当金の支払額528百万円及びリース債務の返済による支出318百万円があったことなどに

よるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間の業績は予想数値を上回ったものの、第３四半期以降につきましては、経済環境等、

当社を取り巻く諸状況の先行きが不透明であることから、現段階におきましては、平成22年５月７日に公表いたし

ました通期の連結業績予想は変更いたしません。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  重要な事項はないため、記載を省略しております。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 

  （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。  

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ９百万円減少し、税金等調整前

四半期純利益は120百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額

は34百万円であります。 

  

 ② ①以外の変更 

   該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 5,545 7,471

受取手形及び売掛金 10,890 11,251

有価証券 1,051 54

たな卸資産 1,438 1,297

その他 2,602 2,917

貸倒引当金 △82 △83

流動資産合計 21,446 22,907

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,465 4,553

土地 8,348 8,348

その他（純額） 2,036 1,888

有形固定資産合計 14,850 14,789

無形固定資産   

のれん 432 499

ソフトウエア 5,463 5,484

その他 1,382 1,131

無形固定資産合計 7,278 7,114

投資その他の資産   

投資有価証券 2,355 2,369

その他 3,231 3,654

貸倒引当金 △277 △294

投資その他の資産合計 5,310 5,729

固定資産合計 27,439 27,633

資産合計 48,885 50,541
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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   

買掛金 1,756 1,774

短期借入金 2,470 2,240

未払費用 3,375 3,467

未払法人税等 300 1,463

役員賞与引当金 42 114

その他 2,562 2,792

流動負債合計 10,506 11,852

固定負債   

長期借入金 1,149 1,199

退職給付引当金 1,725 1,748

役員退職慰労引当金 214 233

その他 1,367 1,343

固定負債合計 4,457 4,525

負債合計 14,963 16,377

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,557 6,557

資本剰余金 13,111 13,111

利益剰余金 16,457 16,946

自己株式 △2,911 △3,416

株主資本合計 33,215 33,198

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △187 △63

為替換算調整勘定 △222 △147

評価・換算差額等合計 △410 △211

少数株主持分 1,116 1,176

純資産合計 33,921 34,164

負債純資産合計 48,885 50,541
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 23,589 25,452

売上原価 14,574 14,305

売上総利益 9,015 11,147

販売費及び一般管理費 8,467 9,396

営業利益 547 1,750

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 57 108

不動産賃貸料 76 69

その他 80 114

営業外収益合計 218 297

営業外費用   

支払利息 30 25

デリバティブ評価損 182 133

為替差損 － 49

その他 69 22

営業外費用合計 282 230

経常利益 483 1,818

特別利益   

持分変動利益 29 －

その他 1 －

特別利益合計 31 －

特別損失   

固定資産除売却損 14 12

ゴルフ会員権評価損 － 39

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

投資有価証券評価損 88 －

その他 4 7

特別損失合計 107 171

税金等調整前四半期純利益 407 1,647

法人税、住民税及び事業税 273 465

法人税等調整額 57 492

法人税等合計 331 957

少数株主損益調整前四半期純利益 － 689

少数株主損失（△） △50 △55

四半期純利益 126 745
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 407 1,647

減価償却費 1,715 1,670

のれん償却額 84 66

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26 △71

退職給付引当金の増減額（△は減少） △57 △22

投資有価証券評価損益（△は益） 88 －

ゴルフ会員権評価損 － 39

デリバティブ評価損益（△は益） 182 133

受取利息及び受取配当金 △61 △113

支払利息 30 25

固定資産除売却損益（△は益） 13 12

持分変動損益（△は益） △29 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

売上債権の増減額（△は増加） △811 343

たな卸資産の増減額（△は増加） 593 △143

仕入債務の増減額（△は減少） △248 7

未払費用の増減額（△は減少） △343 △86

未払消費税等の増減額（△は減少） △154 △213

その他 △392 △108

小計 989 3,298

利息及び配当金の受取額 61 114

利息の支払額 △28 △25

法人税等の支払額 △972 △1,597

営業活動によるキャッシュ・フロー 49 1,789

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） － △104

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,199 △1,586

投資有価証券の取得による支出 － △52

投資有価証券の売却による収入 102 11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△163 －

その他 20 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,240 △1,725
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） 401 △650

長期借入れによる収入 － 1,090

長期借入金の返済による支出 △807 △260

リース債務の返済による支出 △365 △318

少数株主からの払込みによる収入 729 －

自己株式の取得による支出 － △1,506

自己株式の売却による収入 － 1,188

配当金の支払額 △545 △528

少数株主への配当金の支払額 △9 △4

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △598 △990

現金及び現金同等物に係る換算差額 23 △96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,765 △1,022

現金及び現金同等物の期首残高 5,833 7,302

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 63 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,132 6,280
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  該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１ 事業区分の方法及び各事業に属する主要な製品の名称 

(1) 事業区分の方法…………………内部管理上採用している区分によっております。 

(2) 各事業に属する主要な製品の名称 

① 地図データベース関連事業…住宅地図帳、応用地図、住宅地図データベース、カーナビゲーシ

ョン用データ 

② 一般印刷関連事業……………一般印刷物 

③ その他事業……………………CAD受託処理、仕入商品、インターネットを中心とした広告代理

事業  

２ 地図データベース整備費用の会計処理方法の変更（当第２四半期連結累計期間）  

「４.その他（3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更」に記載の

とおり、第１四半期連結会計期間より地図データベース整備費用については、期間費用として売上原

価に計上する方法に変更しております。この結果、従来の方法に比べ、当第２四半期連結累計期間の

地図データベース関連事業における営業利益は336百万円減少しております。 

【所在地別セグメント情報】 

  前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

【海外売上高】 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

地図データ
ベース 
関連事業 
（百万円） 

一般印刷 
関連事業 

(百万円) 

その他 
事業 

(百万円) 

計 
  

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 18,968  1,996  2,625  23,589  －  23,589

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 21  210  19  251 (251)  －

計  18,989  2,206  2,645  23,841 (251)  23,589

営業利益（△は損失）  481  △45  38  474  73  547
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【セグメント情報】 

１ 報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当

社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの

であります。 

 当社グループは、各種地図、地図データベース、コンテンツなどを製造・販売する事業と商業印刷物の企画・

デザイン及び製造・販売を中心とした事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、製造・販売体制を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「地図データベース関連事業」及び「一般印刷関連事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「地図データベース関連事業」は、住宅地図帳、応用地図、住宅地図データベース及びカーナビゲーション用

データ等を製造・販売しております。「一般印刷関連事業」は、一般印刷物を製造・販売しております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、仕入商品販売事業、CAD受

託処理事業及びインターネットを中心とした広告代理事業を含んでおります。 

  

３ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

  

（追加情報）  

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報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20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
地図データベ
ース関連事業

一般印刷関連
事業 

計

売上高           

外部顧客への売上高  21,051  2,102  23,154  2,298  25,452

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 30  240  270  59  330

計  21,082  2,342  23,425  2,358  25,783

セグメント利益又は損失(△)  1,690  △53  1,637  35  1,672

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  1,637

「その他」の区分の利益  35

セグメント間取引消去  78

四半期連結損益計算書の営業利益  1,750
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 当社は、平成22年５月24日付で自己株式892,700株を「野村信託銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託

口）」（以下、従持信託）へ譲渡し、平成22年９月30日までに自己株式106,300株を従持信託からゼンリン従業員

持株会へ譲渡しております。  

 また、平成22年７月１日付で持分法非適用関連会社であった沖縄インターマップ㈱を完全子会社とする簡易株式

交換により自己株式91,560株を譲渡し、当該株式交換に反対する株主より平成22年７月14日付で自己株式430,000

株を取得しております。  

 その結果、自己株式が504百万円、資本剰余金が０百万円及び利益剰余金が705百万円それぞれ減少しておりま

す。 

   長期経営構想（ZGP2013）で区分した各事業の販売実績  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

（事業区分）  

22年３月期 

第２四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

23年３月期 

第２四半期 

連結累計期間

（百万円）

増減額  

（百万円）
増減率 主要な製品 

広告事業  418  396  △22 △5.4% 各種メディア 

出版事業  3,988  3,934  △54 △1.4% 
住宅地図帳、応用地図、 

仕入商品 

GIS事業  3,645  3,596  △49 △1.3% 住宅地図データベース 

コンテンツ事業  3,428  4,369  941 27.4% 
データ配信サービス、 

３D地図データ 

ITS事業  6,416  7,289  873 13.6% 
国内カーナビゲーション用 

データ、３D地図データ 

グローバル事業  1,369  1,757  388 28.3% 
海外カーナビゲーション用 

データ、各種海外コンテンツ 

その他事業  4,322  4,108  △213 △4.9% 
一般印刷物、CAD受託処理、 

セールスプロモーション商品等 

合  計  23,589  25,452  1,862 7.9%   
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