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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 1,690 △15.6 △８ ― △５ ― 13 ―

22年３月期第２四半期 2,002 △22.5 △72 ― △106 ― △72 ―

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 2 71 ―

22年３月期第２四半期 △13 88 ―

 (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２四半期 5,101 4,045 79.3 797 22

22年３月期 5,453 4,099 75.2 798 70

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 4,045百万円 22年３月期 4,099百万円

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 ― 7 50 ― 7 50 15 00

 23年３月期 ― 7 50

23年３月期(予想) ― 7 50 15 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

通期 4,024 2.4 79 － 102 － 51 － 9 94



  

 

 
(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。 

 
(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、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）２ページ「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】P３「2.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

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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 ： 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 5,722,500株 22年３月期 5,722,500株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 648,309株 22年３月期 589,679株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 5,124,474株 22年３月期２Ｑ 5,202,082株
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当第２四半期におけるわが国経済は、中国を中心とする東南アジアの経済発展の影響を受け、緩やか

な回復傾向の中で推移しました。それに伴い企業収益も緩やかな回復傾向にあり、各消費財の生産量も

底打ち感を伺わせます。しかし、引き続く円高・株安の進行、さらに雇用・所得環境の低迷から個人消

費の伸び悩み等依然として予断を許さない状況が続いております。  

 当社グループが属する特殊印刷業界におきましても、生産量は僅かに回復傾向にあるものの、国内市

場では依然として設備投資への姿勢は慎重であります。一方、海外市場におきましては、中国市場にお

いて様々な製品において特殊印刷の用途が広がりを見せ、その需要は増加してきております。しかし、

これまで大きな市場であったノートパソコンを中心とするＩＴ家電業界における構造変換の影響は大き

く、引き続き厳しい経営環境におかれております。  

 このような状況の中、当社グループは関連資材の販売を中心とする地道な営業活動に更に注力しつ

つ、販売戦略の見直しや更なる原価低減や固定費の圧縮を行い、経営体質の改善強化に努めてまいりま

した。  

 しかしながら、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期と比較して15.6%減の16億90百

万円となりました。また、利益面におきましては、営業損失８百万円（前年同期は営業損失72百万

円）、経常損失５百万円（前年同期は経常損失１億６百万円）となり、四半期純利益は13百万円（前年

同期は四半期純損失72百万円）となりました。  
  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して３億52百万円減少し、

51億１百万円となりました。これは主として現金及び預金が２億83百万円、仕掛品が67百万円減少した

ことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比較して２億97百万円減少し、10億56百万円となりました。これは主と

して支払手形及び買掛金が１億82百万円、役員退職慰労引当金が１億29百万円減少したことによるもの

であります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して54百万円減少し、40億45百万円となりました。これは主とし

て利益剰余金が24百万円、その他有価証券評価差額金が10百万円減少し、また、自己株式を16百万円取

得したことによるものであります。 

 これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して4.1ポイント増加し、79.3％となりま

した。 
  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して２億83百万円減

少し、15億65百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、１億52百万円の支出(前年同期は１億58百万円の収入)とな

りました。これは主として税金等調整前四半期純利益の計上29百万円、役員退職慰労引当金の減少１億

29百万円、売上債権の増加27百万円、仕入債務の減少１億80百万円によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、64百万円の支出(前年同期は11百万円の収入)となりまし

た。これは主として投資有価証券の取得による支出２億69百万円、投資有価証券の償還による収入２億

円によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、58百万円の支出(前年同期は50百万円の支出)となりまし

た。これは主として配当金の支払38百万円によるものであります。 
  

平成23年３月期の通期の業績見通しにつきましては、平成22年５月14日の決算発表時の業績予想から

変更しておりません。 

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

(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。 

  

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。  

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

当第１四半期会計期間より、「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。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

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

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

 税金費用の計算

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 1,565,046 1,848,531

受取手形及び売掛金 783,810 747,098

商品及び製品 143,182 97,242

仕掛品 324,534 392,243

原材料及び貯蔵品 108,905 91,165

その他 71,685 132,885

貸倒引当金 △1,286 △2,717

流動資産合計 2,995,880 3,306,449

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 613,274 631,050

土地 1,027,570 1,027,570

その他（純額） 57,337 69,305

有形固定資産合計 1,698,182 1,727,926

無形固定資産 20,933 31,381

投資その他の資産

投資有価証券 261,354 206,583

その他 126,630 185,293

貸倒引当金 △1,398 △3,992

投資その他の資産合計 386,587 387,885

固定資産合計 2,105,703 2,147,193

資産合計 5,101,583 5,453,642

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 825,744 1,008,707

未払法人税等 17,252 7,266

未払消費税等 7,410 6,587

賞与引当金 19,217 17,045

その他 98,080 93,698

流動負債合計 967,705 1,133,305

固定負債

退職給付引当金 32,671 35,459

役員退職慰労引当金 53,443 182,789

その他 2,500 2,500

固定負債合計 88,615 220,749

負債合計 1,056,321 1,354,054
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,075,400 1,075,400

資本剰余金 942,600 942,600

利益剰余金 2,264,863 2,289,454

自己株式 △233,255 △217,224

株主資本合計 4,049,608 4,090,230

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,120 8,767

為替換算調整勘定 △2,224 590

評価・換算差額等合計 △4,345 9,358

純資産合計 4,045,262 4,099,588

負債純資産合計 5,101,583 5,453,642

ナビタス㈱（6276）平成23年３月　第２四半期決算短信

5



(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 2,002,543 1,690,552

売上原価 1,637,379 1,316,859

売上総利益 365,163 373,693

販売費及び一般管理費 437,518 381,801

営業損失（△） △72,354 △8,108

営業外収益

受取利息 889 257

受取配当金 2,303 7,595

受取賃貸料 6,927 7,037

その他 2,841 1,694

営業外収益合計 12,961 16,585

営業外費用

支払利息 238 607

為替差損 45,981 12,439

その他 394 1,168

営業外費用合計 46,614 14,215

経常損失（△） △106,008 △5,738

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 1,435

保険解約返戻金 － 35,242

特別利益合計 － 36,678

特別損失

工具器具備品除却損 306 －

投資有価証券評価損 － 515

投資有価証券償還損 1,550 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 770

特別損失合計 1,856 1,285

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（△）

△107,864 29,654

法人税等 △35,663 15,749

少数株主損益調整前四半期純利益 － 13,905

四半期純利益又は四半期純損失（△） △72,201 13,905
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 1,168,859 910,738

売上原価 968,626 680,301

売上総利益 200,232 230,437

販売費及び一般管理費 189,415 182,653

営業利益 10,817 47,784

営業外収益

受取利息 529 254

受取配当金 1,864 4,897

受取賃貸料 3,602 3,444

その他 2,352 744

営業外収益合計 8,348 9,340

営業外費用

支払利息 － 503

為替差損 42,310 6,870

その他 257 1,009

営業外費用合計 42,568 8,383

経常利益又は経常損失（△） △23,402 48,740

特別利益

保険解約返戻金 － 35,242

特別利益合計 － 35,242

特別損失

工具器具備品除却損 230 －

投資有価証券償還損 1,550 －

特別損失合計 1,780 －

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（△）

△25,182 83,983

法人税等 △9,839 7,865

少数株主損益調整前四半期純利益 － 76,117

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15,342 76,117
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(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（△）

△107,864 29,654

減価償却費 48,583 38,128

貸倒引当金の増減額（△は減少） 463 △4,025

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,740 2,243

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,893 △2,787

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,972 △129,346

受取利息及び受取配当金 △3,192 △7,853

支払利息 238 607

為替差損益（△は益） 17,063 7,212

有形固定資産除売却損益（△は益） 306 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 515

投資有価証券償還損益（△は益） 1,550 －

売上債権の増減額（△は増加） △69,868 △27,894

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,750 3,520

仕入債務の増減額（△は減少） 166,780 △180,210

未払又は未収消費税等の増減額 23,854 50,589

その他 △36,430 51,422

小計 146,362 △168,223

利息及び配当金の受取額 3,192 7,800

利息の支払額 △238 △607

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 9,371 8,839

営業活動によるキャッシュ・フロー 158,687 △152,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6,362 △315

有形固定資産の売却による収入 － 1,850

無形固定資産の取得による支出 △5,779 －

投資有価証券の取得による支出 △79,927 △269,822

投資有価証券の償還による収入 100,000 200,000

出資金の分配による収入 3,706 3,404

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,637 △64,883

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 － △4,047

自己株式の取得による支出 △11,642 △16,030

配当金の支払額 △39,303 △38,523

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,945 △58,601

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,445 △7,809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 102,934 △283,484

現金及び現金同等物の期首残高 1,782,992 1,848,531

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,885,927 1,565,046
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該当事項はありません。 

  

 
   （注） １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

       ２ 各区分に属する国又は地域の主な内訳は次のとおりであります。 

          アジア：中国、タイ、シンガポール、インドネシア、マレーシア等 

          その他：アメリカ等 

       ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

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）及び当第２四半期連

結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

当社及び連結子会社の事業は、印刷機器関連の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

  

(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。 

  

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) セグメント情報

【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)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,119,594 1,166 1,120,761

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 2,002,543

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

55.9 0.1 56.0

【セグメント情報】

(6) 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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