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1.  平成22年12月期第3四半期の業績（平成22年1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 ％

22年12月期第3四半期 8,929 △15.0 △119 ― △118 ― △184 ―
21年12月期第3四半期 10,508 ― 313 ― 280 ― 131 ―

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

22年12月期第3四半期 △14.43 ―
21年12月期第3四半期 9.68 ―

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

22年12月期第3四半期 10,417 5,371 51.6 447.84
21年12月期 12,191 5,879 48.2 432.13

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  5,371百万円 21年12月期  5,879百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有   

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

21年12月期 ― ― ― 4.00 4.00
22年12月期 ― ― ―
22年12月期 

（予想）
4.00 4.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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 12,900 △9.7 128 △58.6 134 △48.5 74 △27.3 6.17



(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q 13,906,823株 21年12月期  13,906,823株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q  1,911,705株 21年12月期  300,295株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 12,800,803株 21年12月期3Q 13,608,788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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.平成22年8月10日に公表しました業績予想を修正し本日平成22年11月9日付「平成22年12月期通期業績予想及び配当予想の修正並びに役員報酬の減
額に関するお知らせ」を別途開示しております。 
2.本資料に記載されている業績予想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。 
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当第３四半期会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）におけるわが国経済は、新

興国の需要拡大や政府の経済対策等により一部に景気持ち直しが見られたものの、デフレの影響により

個人消費や所得環境、雇用情勢は引き続き厳しい状況が続きました。 

 このような経営環境の中、当社は業容の拡大と業績の確保を目指してまいりましたが、売上高は

2,577百万円（前年同四半期比11.5％減）となりました。 

 部門別売上高の状況につきましては、漢字プリンタ・システムは1,569百万円（前年同四半期比

18.2％減）、広告制作プリンタは433百万円（同比6.3％減）、ネットワーク機器及びその他は79百万円

（同比84.4％増）、技術サービス等収入495百万円（同比1.1％増）となりました。 

 利益面につきましては、減収により売上総利益が987百万円（前年同四半期比12.9％減）となり、そ

の結果営業損失は113百万円（前年同四半期は営業損失37百万円）、経常損失は116百万円（同経常損失

は46百万円）、四半期純損失は131百万円（同四半期純損失は74百万円）となりました。 

  

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ1,774百万円減少し10,417百万円と

なりました。うち流動資産は、製品が同397百万円増加の2,276百万円となりましたが、受取手形及び売

掛金が同1,705百万円減少の3,300百万円となり、現金及び預金が同378百万円減少の1,974百万円となっ

たこと等から、同1.638百万円減少し8,317百万円となりました。また、固定資産は同135百万円減少し

2,099百万円となりました。 

 負債合計は、前事業年度末に比べ1,266百万円減少し5,045百万円となりました。うち流動負債は、短

期借入金、１年内返済予定の長期借入金の合計が376百円減少の1,585百万円となり、支払手形及び買掛

金が同321百万円減少の1,871百万円となったこと等から、同659百万円減少し3,880百万円となりまし

た。固定負債は、長期借入金が同421百万円減少の227百万円となったこと等から、同606百万円減少し

1,164百万円となりました。 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ507百万円減少し5,371百万円となりました。これは利益剰余金が

同239百万円減少の234百万円となり、自己株式が同289百万円増加の407百万円となったこと等によるも

のです。 

当第３四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、第２四半期会計

期間末に比べ563百万円減少し、1,923百万円となりました。 

 また、当第３四半期累計期間中における各キャッシュ・フローの状況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) 

営業活動によって獲得した資金は806百万円となりました。これは主に税引前四半期純損失164百万

円、たな卸資産の増加額409百万円、仕入債務の減少額321百万円等により資金を使用しましたが、売上

債権の減少額1,698百万円等により資金を獲得したことによるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によって獲得した資金は56百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出

31百万円等により資金を使用しましたが、定期預金の払戻による収入100百万円により資金を獲得した

ことによるものです。 

(財務活動によるキャッシュフロー) 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

① 財政状態の分析

② キャッシュフローの状況
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財務活動によって使用した資金は1,140百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支

出793百万円、自己株式の取得による支出289百万円等によるものであります。 

  

平成22年12月期の業績予想及び配当予想につきましては、第４四半期の計画進捗状況を勘案し見直し

を行なった結果、平成22年８月10日に公表いたしました業績予想を修正しております。 

詳細は本日別途開示いたしました「平成22年12月期通期業績予想及び配当予想の修正並びに役員報酬

の減額に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

（一般債券の貸倒見積高の算定方法） 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が第２四半期会計期間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、第２四半期会計期間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。

（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ため、前事業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。 

  

該当事項はありません。 

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(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

② 四半期財務諸表作成に特有の会計処理の適用

(2) 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. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(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21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,974,277 2,352,372

受取手形及び売掛金 3,300,445 5,006,421

有価証券 29,980 19,973

製品 2,276,653 1,879,110

仕掛品 22,611 11,111

その他 720,343 696,527

貸倒引当金 △6,930 △9,512

流動資産合計 8,317,381 9,956,004

固定資産

有形固定資産 926,217 1,039,391

無形固定資産 96,722 88,324

投資その他の資産 1,076,736 1,107,452

固定資産合計 2,099,676 2,235,168

資産合計 10,417,057 12,191,173

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,871,136 2,192,898

短期借入金 1,050,000 1,154,000

1年内返済予定の長期借入金 535,500 807,575

未払法人税等 19,017 33,615

賞与引当金 164,848 39,357

その他 239,837 312,237

流動負債合計 3,880,340 4,539,683

固定負債

長期借入金 227,000 648,500

退職給付引当金 845,104 846,970

役員退職慰労引当金 85,327 259,361

その他 7,439 16,862

固定負債合計 1,164,871 1,771,693

負債合計 5,045,211 6,311,377

純資産の部

株主資本

資本金 2,744,673 2,744,673

資本剰余金 2,815,222 2,815,222

利益剰余金 234,152 473,298

自己株式 △407,624 △117,971

株主資本合計 5,386,424 5,915,223

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △12,455 △33,107

繰延ヘッジ損益 △2,123 △2,319

評価・換算差額等合計 △14,579 △35,427

純資産合計 5,371,845 5,879,795

負債純資産合計 10,417,057 12,191,173
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 10,508,852 8,929,806

売上原価 6,734,359 5,743,032

売上総利益 3,774,493 3,186,773

販売費及び一般管理費 3,461,322 3,306,141

営業利益又は営業損失（△） 313,171 △119,367

営業外収益

受取利息 1,244 690

受取配当金 8,453 5,513

受取保険金 － 14,000

金利スワップ評価益 16,265 11,222

その他 15,658 15,154

営業外収益合計 41,621 46,580

営業外費用

支払利息 68,541 42,817

その他 5,597 2,902

営業外費用合計 74,139 45,719

経常利益又は経常損失（△） 280,653 △118,505

特別損失

固定資産除却損 10,595 4,748

たな卸資産評価損 107,428 －

投資有価証券評価損 33,850 40,298

会員権評価損 － 475

特別損失合計 151,874 45,521

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 128,779 △164,027

法人税、住民税及び事業税 14,388 14,976

法人税等調整額 △17,277 5,715

法人税等合計 △2,889 20,691

四半期純利益又は四半期純損失（△） 131,669 △184,719
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【第３四半期会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 2,914,160 2,577,952

売上原価 1,781,518 1,590,903

売上総利益 1,132,641 987,049

販売費及び一般管理費 1,170,056 1,100,051

営業損失（△） △37,414 △113,002

営業外収益

受取利息 374 83

受取配当金 677 －

受取保険金 3,017 －

受取手数料 － 2,543

金利スワップ評価益 5,341 3,947

その他 5,070 3,800

営業外収益合計 14,481 10,375

営業外費用

支払利息 22,435 13,606

その他 1,170 222

営業外費用合計 23,606 13,828

経常損失（△） △46,539 △116,455

特別損失

固定資産除却損 2,988 724

投資有価証券評価損 33,850 16,016

特別損失合計 36,838 16,740

税引前四半期純損失（△） △83,377 △133,195

法人税、住民税及び事業税 4,796 5,345

法人税等調整額 △13,930 △7,112

法人税等合計 △9,134 △1,766

四半期純損失（△） △74,243 △131,429
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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３四半期累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年１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
（△）

128,779 △164,027

減価償却費 265,745 164,214

賞与引当金の増減額（△は減少） 132,554 125,491

退職給付引当金の増減額（△は減少） 102,350 △1,865

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,304 △174,033

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,798 △2,581

受取利息及び受取配当金 △9,698 △6,203

支払利息 68,541 42,817

金利スワップ評価損益（△は益） △16,265 △11,222

固定資産除売却損益（△は益） 10,595 4,748

投資有価証券評価損益（△は益） 33,850 40,298

機器組込ソフトウエアの増減額（△は増加） △3,065 △33,001

売上債権の増減額（△は増加） 897,107 1,698,252

たな卸資産の増減額（△は増加） 277,013 △409,175

仕入債務の増減額（△は減少） △1,224,725 △321,762

その他 △59,057 △82,209

小計 609,230 869,738

利息及び配当金の受取額 9,465 6,201

利息の支払額 △79,187 △49,408

法人税等の支払額 △18,127 △20,433

営業活動によるキャッシュ・フロー 521,381 806,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △39,819 △31,781

投資有価証券の取得による支出 △1,529 －

その他 △13,339 △11,486

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,688 56,731

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） △151,000 △104,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △905,555 △793,575

自己株式の取得による支出 △588 △289,653

配当金の支払額 △1,455 △53,695

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,058,598 △1,140,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △591,905 △278,094

現金及び現金同等物の期首残高 2,659,313 2,201,372

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,067,408 1,923,277
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該当事項はありません。 

  

  

当社は、平成22年３月30日開催の定時株主総会決議に基づき、平成22年４月20日(効力発生日)に資本

準備金からその他資本剰余金への振替を実施し、資本準備金が500,000千円減少しております。  

当社は平成22年５月６日開催の取締役会において自己株式の取得を行うことを決議し、平成22年５月

７日から平成22年５月14日までの期間に1,611千株の自己株式を取得しました。これにより、自己株式

が289,580千円増加しております。  

  

  

  

(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

① 資本準備金の減少

② 自己株式の取得
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