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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 11,575 △1.6 1,821 △23.8 1,821 △21.5 △1,231 ―

22年3月期第2四半期 11,767 △7.0 2,391 △12.3 2,320 △13.3 1,413 △5.9

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 △34.75 ―

22年3月期第2四半期 39.88 ―

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 28,697 19,973 69.2 560.42
22年3月期 30,193 21,666 71.4 608.58

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  19,862百万円 22年3月期  21,569百万円

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  

（注）23年3月期第2四半期末配当金12円00銭は、普通配当10円00銭と創業80周年記念配当2円00銭の合計額です。 

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00

23年3月期 ― 12.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 22.00

      配当金の内訳 記念配当 2円00銭

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  有  
 

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 19,500 △0.9 1,600 △27.2 1,600 △22.0 800 △44.5 22.57
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(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） 

※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が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年9月27日に公表いたしました連結業績予想について、本日付で修正しております。 
２．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、［添付資料］P.4「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。  

4.  その他 （詳細は、［添付資料］P.5「２．その他の情報」をご覧ください。）

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 39,327,700株 22年3月期  39,327,700株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,885,917株 22年3月期  3,885,821株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 35,441,860株 22年3月期2Q 35,441,919株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①  わが国経済の状況 

当第２四半期連結累計期間（以下、当第２四半期）におけるわが国経済は、中国を中心とした新興国の経済成

長や経済対策効果等を背景に、一部業種での需要回復、企業業績の回復等が見られたものの、円高の進行、雇用

状況の悪化、個人消費の低迷等により、景気先行きが懸念される状況が続きました。当社事業との関連性が高い

国内証券市場は、こうした経済環境を受けて日経平均が期初において再び１万円台を割り込み、その後も９千円

台で推移するなど、低迷が続きました。 

②  業績の概況 

当第２四半期は、国内上場会社数が引き続き減少したことと、デフレ状況下での価格競争等を主因として、株

主総会招集通知、有価証券報告書、株主通信等の売上が減少しました。これに対して、開示書類作成システム関

連サービス、株主総会ビジュアルツール等の新サービスの拡販や、国内投資信託関連製品の受注拡大に努めまし

たが、売上高は 百万円（前年同期比 百万円減、同 ％減）となりました。 

こうした厳しい環境を克服すべく、当社は全社的なコスト・経費削減施策を実施しましたが、新工場の立ち上

げ及びシステムサービス強化という将来への成長投資に伴う減価償却費、運営費用等約３億円のコスト増加に加

え、上場会社数減少と価格低下の損益影響が大きく、営業利益は 百万円（前年同期比 百万円減、同

％減）となりました。営業外収益 百万円と営業外費用 百万円を加減し、経常利益は 百万円（前年同期

比 百万円減、同 ％減）となりました。 

また、本年９月27日付で開示しましたとおり、厚生年金基金脱退に伴う特別掛金 百万円、工場移転等に

伴う固定資産の減損損失及び工場再編に係る費用 百万円を第２四半期に特別損失として計上いたしまし

た。これらの要因により、 百万円の四半期純損失となりました。 

四半期純損失が、本年９月27日付の平成23年３月期第２四半期（累計）連結業績予想（ 百万円の損失）に

対し 百万円増加したのは、受注量が増加する一方で価格低下が続き、その損益影響が当初予想を上回ったこ

と、業績予想には織り込んでいなかった投資事業組合運用損及び投資有価証券評価損が発生したことなどの要因

によります。 

なお、通期の当期純損益については、工場移転に関わる東京都の用地収用に伴う特別利益約35億円を第３四半

期に計上するため、約 百万円の黒字を見込んでおりますが、９月27日付業績予想修正に対して下方修正いた

しております。詳しくは「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

各製品別の販売動向は以下のとおりです。 

＜会社法関連＞ 

国内上場会社数の減少と顧客の低価格志向や競争激化の影響を受け、株主総会招集通知の売上が減少しまし

た。当社はシステムサービスの拡充や新たな文書作成支援サービスの開発等に取り組みましたが、会社法関連

の売上高は 百万円（前年同期比 百万円減、同 ％減）となりました。 

＜金融商品取引法関連＞ 

顧客数の減少及び低価格化等の要因により、有価証券報告書や四半期報告書の売上が減少しました。これに

対し、当社は企業の開示書類作成実務を一層効率化させるオプションサービス「ＷＯＲＫＳ－ｉ」の拡販など

に取り組みましたが、決算関連製品の売上は減少しました。一方、投資信託分野においては、制度改正により

目論見書の簡素化が７月から始まりましたが、新様式の目論見書を始め様々な関連製品の受注拡大に取り組

み、売上高が増加しました。これらの結果、決算関連製品の売上減少を投資信託関連製品の拡販でカバーし、

金融商品取引法関連の売上高は、前年同期並みの 百万円（前年同期比 百万円増、同 ％増）となりま

した。 

＜ＩＲ等＞ 

顧客数の減少及び低価格化等の要因により、株主向け年次報告書（株主通信等）の売上が減少しましたが、

株主総会向けビジュアル・プレゼンテーションツールや、英文資料等様々なＩＲツール、Ｗｅｂ等を利用した

各種の顧客サポートサービスの拡販に取り組み、ＩＲ等製品の売上高は、ほぼ前年同期並みの 百万円

（前年同期比 百万円減、同 ％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

11,575 192 1.6

1,821 569 23.8

91 91 1,821

499 21.5

2,251

1,153

1,231

950

281

800

3,331 185 5.3

5,356 13 0.2

2,886

20 0.7



（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当連結会計年度より、従来３製品区分に分散していた公告・広告関連製品を「ＩＲ等」に一本化して集計

しており、前年同期比は前年同期分を変更後の区分に組み替えて比較しております。 

③  第２四半期の季節性 

当社グループの売上の約75％を占める事業会社向け製品・サービスは、顧客の約70％が３月決算会社であるた

め、決算及び株主総会関連製品の受注が第１四半期に集中します。このため、下表のとおり第１四半期（４－６

月期）の売上が４割を超え、第２四半期（７－９月期）は２割以下にとどまります。 

（参考）平成22年３月期 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し 百万円となりました。

主な要因は、国債の償還等による有価証券及び投資有価証券の減少 百万円等です。なお、当第２四半期にお

いて、前連結会計年度末において埼玉県戸田市に建設中であった新工場が完成し、建設仮勘定（有形固定資産「そ

の他」）より本勘定に振替えております。 

当第２四半期末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。主な

要因は、短期借入金及び長期借入金の増加 百万円等です。 

当第２四半期末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し 百万円となりまし

た。主な要因は、四半期純損失 百万円の計上と剰余金の配当 百万円等です。この結果、自己資本比率は

％となりました。 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当第２四半期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 百万

円増加し、 百万円となりました。 

当第２四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（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 百万円（前年同期は 百万円の獲得）となりました。主な内訳は、税

金等調整前四半期純損失 百万円に対し、非資金損益項目等の調整を加減した営業取引による収入 百

万円と、厚生年金基金脱退拠出金の支払額 百万円、法人税等の支払額 百万円等の支出によるもので

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 百万円（前年同期は 百万円の使用）となりました。収入の主な内訳

は、有価証券の売却による収入 百万円、投資有価証券の売却による収入 百万円等であり、支出の主な

内訳は、有形固定資産の取得による支出 百万円、無形固定資産の取得による支出 百万円等です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 百万円（前年同期は 百万円の使用）となりました。収入の主な内訳

は、短期借入れによる収入 百万円等であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額 百万円等です。 

  

区分 

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） 

増減 
(△印減) 

金額 
（千円） 

構成比
（％） 

金額
（千円） 

構成比
（％） 

金額 
（千円） 

増減率
（％） 

会社法関連  3,517,621 29.9 3,331,942 28.8  △185,679 △5.3

金融商品取引法関連  5,343,745 45.4 5,356,939 46.3  13,194 0.2

ＩＲ等  2,906,130 24.7 2,886,130 24.9  △20,000 △0.7

合計  11,767,497 100.0 11,575,012 100.0  △192,485 △1.6

    
第１四半期
（４－６月期） 

第２四半期
（７－９月期） 

第３四半期
（10－12月期） 

第４四半期 
（１－３月期） 年度計

  売上高     （百万円）  8,458  3,308  4,271  3,646  19,685

  構成比         （％）  43.0  16.8  21.7  18.5  100.0

1,496 28,697

1,352

196 8,723

200

1,692 19,973

1,231 389

69.2

109

10,479

362 6,734

1,731 2,844

2,251 242

45 2,659

1,200 117

1,252 221

200 193

250 389



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社は、本日付で、平成23年３月期（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の連結業績予想を修正いたしまし

た。今回発表予想並びに平成22年９月27日付で開示した前回発表予想との差異は以下のとおりです。 

  

平成23年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

修正の理由 

①  低価格化の進行 

デフレ状況下で競争が激化するなか、当社の成長基盤である顧客シェアを確保するため、競合分野におきま

しては低価格での受注を余儀なくされております。この結果、受注量は増加するものの売上高が減少し、売上

原価率は当初の想定を上回りました。このため営業利益が想定以上に減少し、この傾向は第３・第４四半期も

続くものと予想いたしております。 

②  想定外の損失が発生 

前述のとおり、第２四半期において、前回予想時点においては織り込んでいなかった投資事業組合運用損及

び投資有価証券評価損が合わせて 百万円発生し、経常利益、税金等調整前四半期純損益が予想以上に減少

しました。 

これらの影響を勘案し、通期の連結業績予想を下方修正いたしました。 

  

・業績予想に関連するその他の情報 

平成22年９月27日付で開示した下記の特別損益要因に変更はありません。 

(1) 第２四半期における特別損失 

厚生年金基金脱退に伴う特別掛金            百万円 

固定資産の減損損失                          百万円 

工場再編に係る費用                          百万円 

(2) 第３四半期における特別利益見込額 

東京都の用地収用に伴う工場移転補償金等    百万円 

  

・今後の施策 

当社は前述のとおり、厚生年金基金からの脱退や工場再編に伴う固定資産の整理により、財務基盤の健全化

に努めております。また、期初より、前年度以上のコスト削減を目指して全社で様々な施策を展開しておりま

すが、ほぼ予定どおりに進捗しております。一方、現在のシステム関連コストは当社の競争力強化のための投

資が高い水準で続いていることにより増加していますが、順次コスト削減を図ってまいります。さらに当社

は、外部環境に左右されにくい新たな成長ドライバーの創出と高い収益力の構築を目指し、当社の３年後を見

据えた中期経営計画の策定に取り組んでおります。計画が固まり次第公表する予定です。 

  

  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 

前回発表予想（Ａ）  19,700  1,900  1,900  1,050  29  63

今回発表予想（Ｂ）  19,500  1,600  1,600  800  22  57

増減額（Ｂ－Ａ）  △200  △300  △300  △250

増減率（％）  △1.0  △15.8  △15.8  △23.8

（ご参考）前期実績 
（平成22年３月期） 

 19,685  2,199  2,052  1,441  40  67

199

2,251

963

190

3,500



（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 

①  簡便な会計処理 

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。 

②  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・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及び経常利益は 千円減少し、税金等調整前四半期純

損失は、 千円増加しております。 

  

２．その他の情報

7,211

45,893



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 8,384,137 8,625,498

受取手形及び売掛金 1,492,297 1,701,190

有価証券 3,540,013 3,443,165

仕掛品 193,327 299,697

原材料及び貯蔵品 6,555 7,895

その他 1,110,938 477,572

貸倒引当金 △7,586 △8,866

流動資産合計 14,719,683 14,546,153

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,086,285 720,629

機械装置及び運搬具（純額） 875,831 261,626

土地 4,048,134 4,981,436

その他（純額） 269,282 1,541,468

有形固定資産合計 7,279,534 7,505,162

無形固定資産 1,207,162 1,280,709

投資その他の資産   

投資有価証券 3,736,141 5,185,245

その他 1,786,638 1,706,963

貸倒引当金 △32,025 △30,687

投資その他の資産合計 5,490,754 6,861,522

固定資産合計 13,977,450 15,647,393

資産合計 28,697,134 30,193,547



（単位：千円）

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 367,642 510,406

短期借入金 517,500 130,000

未払法人税等 67,884 265,264

賞与引当金 455,069 433,374

収用に係る前受金 3,458,217 3,458,217

その他 1,347,645 1,050,007

流動負債合計 6,213,959 5,847,269

固定負債   

長期借入金 1,312,500 1,500,000

退職給付引当金 815,933 788,389

役員退職慰労引当金 33,208 43,333

その他 347,553 348,052

固定負債合計 2,509,195 2,679,775

負債合計 8,723,154 8,527,044

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,058,650 3,058,650

資本剰余金 4,683,596 4,683,596

利益剰余金 15,027,053 16,650,069

自己株式 △2,918,101 △2,918,059

株主資本合計 19,851,198 21,474,256

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,224 95,101

評価・換算差額等合計 11,224 95,101

少数株主持分 111,556 97,143

純資産合計 19,973,979 21,666,502

負債純資産合計 28,697,134 30,193,547



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 11,767,497 11,575,012

売上原価 6,553,277 6,933,840

売上総利益 5,214,220 4,641,172

販売費及び一般管理費 2,822,838 2,819,757

営業利益 2,391,382 1,821,415

営業外収益   

受取利息 5,051 15,405

受取配当金 18,098 11,282

受取保険金 － 49,459

その他 12,364 14,880

営業外収益合計 35,514 91,028

営業外費用   

支払利息 1,224 15,143

投資事業組合運用損 103,318 71,924

その他 2,169 4,206

営業外費用合計 106,712 91,274

経常利益 2,320,184 1,821,168

特別利益   

投資有価証券売却益 115,324 16,210

貸倒引当金戻入額 5,811 －

特別利益合計 121,136 16,210

特別損失   

投資有価証券評価損 3,497 127,337

投資有価証券売却損 82,925 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 36,106

厚生年金基金脱退拠出金 － 2,251,608

減損損失 － 963,599

工場再編費用 － 190,144

特別損失合計 86,423 3,568,796

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（△）

2,354,896 △1,731,416

法人税、住民税及び事業税 1,008,425 54,543

法人税等調整額 △67,200 △568,830

法人税等合計 941,224 △514,286

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,217,129

少数株主利益 160 14,413

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,413,512 △1,231,543



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

2,354,896 △1,731,416

減価償却費 297,022 521,355

減損損失 － 963,599

引当金の増減額（△は減少） 48,709 39,171

投資有価証券評価損益（△は益） 3,497 127,337

受取利息及び受取配当金 △23,150 △26,688

支払利息 1,224 15,143

厚生年金基金脱退拠出金 － 2,251,608

売上債権の増減額（△は増加） 583,243 580,148

たな卸資産の増減額（△は増加） 135,682 107,709

仕入債務の増減額（△は減少） △103,946 △153,940

その他 292,418 150,290

小計 3,589,600 2,844,319

利息及び配当金の受取額 21,673 27,101

利息の支払額 △1,108 △15,004

法人税等の支払額 △333,434 △242,320

収用補償金の受取額 3,458,217 －

厚生年金基金脱退拠出金の支払額 － △2,251,608

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,734,947 362,488

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △998,423 △21,054

有価証券の売却による収入 200,000 1,200,000

有形固定資産の取得による支出 △87,872 △1,252,724

無形固定資産の取得による支出 △336,697 △221,259

投資有価証券の取得による支出 △2,051,452 △2,328

投資有価証券の売却による収入 599,079 117,586

投資事業組合への支出 △50,000 △25,000

その他 65,982 158,830

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,659,382 △45,950

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 450,000 250,000

短期借入金の返済による支出 △250,000 △50,000

配当金の支払額 △389,586 △389,568

その他 △3,912 △11,071

財務活動によるキャッシュ・フロー △193,498 △200,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,882,066 115,898

現金及び現金同等物の期首残高 7,772,431 10,369,313

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △6,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,654,497 10,479,126



 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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