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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,304 19.5 72 ― 59 ― 79 ―
22年3月期第2四半期 1,091 △26.4 △79 ― △52 ― △55 ―

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 18.89 ―
22年3月期第2四半期 △12.92 ―

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 8,142 7,136 87.6 1,718.68
22年3月期 8,147 7,251 89.0 1,698.64

（参考） 自己資本  23年3月期第2四半期  7,136百万円 22年3月期  7,251百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 
（予想）

― 7.00 7.00

3.  平成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、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 2,500 0.5 54 390.9 79 23.4 47 △7.8 11.01



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」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 5,000,000株 22年3月期 5,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q 847,536株 22年3月期 731,116株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 4,190,067株 22年3月期2Q 4,333,813株

※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きの対象外であり、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き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。 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の業績等に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  3

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  6

（第２四半期累計期間） ……………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

株式会社ソノコム（7902）平成23年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 1 -　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 



（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、アジア向けを中心とした輸出の増加や政府の経済対策効果等によ

り一部で回復の兆しが見られたものの、円高・株式市場の低迷や厳しい雇用情勢、個人所得の低迷等により、先行

き不透明な厳しい経済環境が続いております。 

 スクリーン印刷業界におきましても、景気低迷による市場の停滞と顧客の工場の海外移転による国内市場の縮

小、同業他社との価格競争等、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社は、大型及び高精度製品を生産するための設備増強等、売上高の拡大、収益力の向

上に取り組んでまいりました。その結果、製品売上高については、前年同期比20.4％増の12億50百万円、商品売上

高については、前年同期比1.7％増の53百万円、売上高合計は、前年同期比19.5％増の13億４百万円となりまし

た。利益面におきましては、売上高の増加及び、原価率低減等の影響により改善が見られ、営業利益72百万円（前

年同期 営業損失79百万円）、経常利益59百万円（前年同期 経常損失52百万円）、四半期純利益79百万円（前年同

期 四半期純損失55百万円）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産）  

 当第２四半期会計期間末の資産については、前事業年度末と比較して、流動資産は４億80百万円増加し、固定資

産は４億85百万円減少した結果、総資産は４百万円減少して81億42百万円となりました。  

（負債）  

 当第２四半期会計期間末の負債については、前事業年度末と比較して、１億９百万円増加し10億５百万円となり

ました。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末の純資産については、前事業年度末と比較して、１億14百万円減少し71億36百万円とな

りました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期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、前事業年度末に比べて８億

68百万円（40.8％）減少し、12億61百万円（前年同期 16億92百万円）となりました。 

また、当第２四半期会計期間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あります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、２億20百万円（前年同期 62百万円）となり

ました。これは主に、売上債権の増加68百万円があったものの、税引前四半期純利益82百万円、減価償却費１億33

百万円、仕入債務の増加49百万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） 

 当第２四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は、９億75百万円（前年同期 ２億７百万円）と

なりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入２億90百万円があったものの、有価証券の取得による支

出６億73百万円、定期預金の預入による支出５億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） 

 当第２四半期累計期間において、財務活動の結果使用した資金は、１億９百万円（前年同期 52百万円）となり

ました。これは、自己株式取得による支出80百万円、配当金の支払29百万円によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想に関しましては、当第２四半期累計期間の状況が当初予想よりも好調に推移したことから、本日「平成

23年３月期第２四半期累計期間業績予想数値と実績値との差異に関するお知らせ」を公表いたしました。 

 なお、平成23年３月期通期の業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表いたしました業績予想に変更あ

りません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）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 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期会計期間末の貸倒実績率が、前事業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、前事業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  

  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。 

 営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前事業年度末において帳簿価額を処分見込価額ま

で切り下げているものについては、前事業年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前事業年度末にお

ける貸借対照表価額を基礎として計上する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、事業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繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業年度において使用した将来の業績予測を利用する方法によっ

ております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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。 

 これによる損益に与える影響はありません。   

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。   

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,257,148 1,308,792

受取手形及び売掛金 748,779 680,451

有価証券 1,306,644 820,956

商品及び製品 14,441 12,082

仕掛品 44,389 52,296

原材料及び貯蔵品 108,395 83,847

その他 46,776 87,910

貸倒引当金 △74 △68

流動資産合計 3,526,500 3,046,269

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,534,307 2,518,851

減価償却累計額 △1,505,464 △1,468,863

建物（純額） 1,028,843 1,049,988

土地 1,586,056 1,586,056

その他 3,329,080 3,364,601

減価償却累計額 △2,761,309 △2,770,584

その他（純額） 567,771 594,016

有形固定資産合計 3,182,671 3,230,061

無形固定資産 10,420 8,297

投資その他の資産   

投資有価証券 1,149,708 1,546,674

その他 273,086 315,920

投資その他の資産合計 1,422,795 1,862,594

固定資産合計 4,615,887 5,100,952

資産合計 8,142,387 8,147,222

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 368,121 318,214

未払法人税等 8,415 14,121

引当金 37,494 42,494

その他 198,660 120,766

流動負債合計 612,691 495,596

固定負債   

退職給付引当金 55,486 66,889

役員退職慰労引当金 337,461 333,451

固定負債合計 392,948 400,341

負債合計 1,005,640 895,937
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 925,750 925,750

資本剰余金 1,405,550 1,405,550

利益剰余金 5,491,946 5,442,670

自己株式 △565,758 △486,446

株主資本合計 7,257,487 7,287,523

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △120,740 △36,238

評価・換算差額等合計 △120,740 △36,238

純資産合計 7,136,747 7,251,284

負債純資産合計 8,142,387 8,147,222
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 1,091,463 1,304,226

売上原価 880,194 978,484

売上総利益 211,268 325,742

販売費及び一般管理費 290,459 253,285

営業利益又は営業損失（△） △79,190 72,456

営業外収益   

受取利息 － 13,564

有価証券利息 9,324 －

複合金融商品評価益 20,643 －

助成金収入 10,381 －

その他 5,659 2,098

営業外収益合計 46,008 15,662

営業外費用   

為替差損 19,225 3,176

複合金融商品評価損 － 20,623

その他 256 4,345

営業外費用合計 19,482 28,145

経常利益又は経常損失（△） △52,663 59,974

特別利益   

投資有価証券売却益 － 22,154

特別利益合計 － 22,154

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △52,663 82,128

法人税、住民税及び事業税 3,310 2,970

法人税等合計 3,310 2,970

四半期純利益又は四半期純損失（△） △55,974 79,158
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△52,663 82,128

減価償却費 152,365 133,553

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △5,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,739 4,009

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,445 △11,402

受取利息及び受取配当金 △12,715 △13,987

為替差損益（△は益） 19,225 3,176

有形固定資産除却損 － 3,565

複合金融商品評価損益(△は益） △20,643 20,623

投資有価証券売却損益（△は益） － △22,154

売上債権の増減額（△は増加） △101,001 △68,328

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,165 △18,999

仕入債務の増減額（△は減少） △39,502 49,907

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,801 5,863

その他の資産の増減額（△は増加） △13,792 43,192

その他の負債の増減額（△は減少） △16,491 7,072

その他 418 397

小計 2,351 213,618

利息及び配当金の受取額 12,444 12,916

法人税等の支払額 △5,262 △6,242

法人税等の還付額 53,080 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 62,613 220,292

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 － △500,000

有価証券の取得による支出 － △673,037

有形固定資産の取得による支出 △23,356 △25,857

無形固定資産の取得による支出 － △4,500

投資有価証券の取得による支出 △192,412 △70,621

投資有価証券の償還による収入 16,226 15,093

投資有価証券の売却による収入 － 290,166

その他 △8,101 △6,814

投資活動によるキャッシュ・フロー △207,643 △975,571

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △22,069 △80,053

配当金の支払額 △30,451 △29,841

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,520 △109,894

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,225 △3,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △216,776 △868,349

現金及び現金同等物の期首残高 1,909,526 2,129,748

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,692,750 1,261,398
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 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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