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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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 ％

24年３月期第２四半期 1,729 2.3 66 － 72 － 36 159.7

23年３月期第２四半期 1,690 △15.6 △8 － △5 － 13 －

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 △3百万円( －％) 23年３月期第２四半期 0百万円( －％)

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

24年３月期第２四半期 ７ 18 －

23年３月期第２四半期 ２ 71 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 4,947 3,936 79.6

23年３月期 4,942 4,050 82.0

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 3,936百万円  23年３月期 4,050百万円

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

23年３月期 － ７ 50 － ７ 50 15 00

24年３月期 － ７ 50

24年３月期(予想) － ７ 50 15 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、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 3,847 18.3 85 295.0 101 108.1 61 8.0 12 02



  

 

 

 
  

・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。 

  

・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、添付

資料２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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  １社 (ナビタスビジョンソリューション株式会社)、除外 －社

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 5,722,500株 23年３月期 5,722,500株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 919,045株 23年３月期 649,442株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 5,031,820株 23年３月期２Ｑ 5,124,474株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響によるサプライチェーンの混

乱及び生産活動の停滞がほぼ収束し、個人消費も緩やかな回復傾向にあります。しかし、米国経済の行

き詰まりやギリシャでの債務問題に端を発する円高・株安が急速に進行するなど、景気の動向は依然と

して予断を許さない状況が続いております。 

 このような状況の中、特殊印刷機関連の主要取引先業界については、ほぼ予定通りの売上高を維持し

たものの、コストダウンに対する要求は依然として厳しい状況が続いております。 

 一方、連結子会社における成型転写装置や画像検査装置については、特定の業界に集中した販売戦略

により業績は順調に推移しました。また、中国を中心とする海外市場においても、携帯電話からスマー

トフォンへの移行等の市場変化に伴い、若干、業績に影響がありましたが、概ね順調に推移いたしまし

た。 

 これらの結果、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2.3%増の17億29百万

円となりました。また、利益面におきましては、営業利益66百万円（前年同期は営業損失８百万円）、

経常利益72百万円（前年同期は経常損失５百万円）となり、四半期純利益は36百万円（前年同期比

159.7%増）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４百万円増加し、49億

47百万円となりました。これは主として現金及び預金が１億83百万円、原材料及び貯蔵品が14百万円増

加し、受取手形及び売掛金が21百万円、仕掛品が82百万円、流動資産（その他）が18百万円、建物及び

構築物が16百万円、投資有価証券が50百万円それぞれ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１億18百万円増加し、10億10百万円となりました。これは主と

して支払手形及び買掛金が１億11百万円増加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１億13百万円減少し、39億36百万円となりました。これは主

としてその他有価証券評価差額金が40百万円減少し、自己株式を72百万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2.4ポイント減少し、79.6％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１億83百万円増

加し、15億26百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、３億３百万円の収入(前年同期は１億52百万円の支出)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70百万円、減価償却費の計上30百万円、た

な卸資産の減少63百万円、仕入債務の増加１億14百万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、２百万円の支出(前年同期は64百万円の支出)となりまし

た。これは主として有形固定資産の取得による支出10百万円、出資金の分配による収入７百万円による

ものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、１億11百万円の支出(前年同期は58百万円の支出)となりま

した。これは主として自己株式の取得による支出72百万円、配当金の支払38百万円によるものでありま

す。 

  

平成24年３月期の通期の業績見通しにつきましては、平成23年５月13日発表の「平成23年３月期 決

算短信〔日本基準〕（連結）」に記載した業績予想に変更はありませんが、今後経済状況の変化等によ

り業績予想の修正が必要と判断した場合は速やかにお知らせいたします。 

１．当四半期決算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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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。  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

 平成23年４月１日付けで

名称 資本金 主要な事業の内容
議決権の
所有割合

千円 ％
ナビタスビジョンソリューション 
株式会社

20,000
画像検査システムとその周辺機器の開
発並びに販売

100

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,343,508 1,526,555

受取手形及び売掛金 908,139 886,737

商品及び製品 96,804 101,897

仕掛品 301,877 219,578

原材料及び貯蔵品 116,894 131,423

その他 79,506 61,237

貸倒引当金 △1,543 △1,391

流動資産合計 2,845,186 2,926,040

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 600,748 583,788

土地 1,027,570 1,027,570

その他（純額） 49,876 44,307

有形固定資産合計 1,678,195 1,655,666

無形固定資産 12,461 8,017

投資その他の資産

投資有価証券 292,084 241,480

その他 115,906 117,660

貸倒引当金 △1,346 △1,575

投資その他の資産合計 406,645 357,565

固定資産合計 2,097,302 2,021,249

資産合計 4,942,488 4,947,289
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 659,214 770,748

未払法人税等 13,935 36,157

未払消費税等 11,714 8,729

賞与引当金 20,467 25,003

その他 90,722 77,271

流動負債合計 796,055 917,910

固定負債

退職給付引当金 39,033 31,992

役員退職慰労引当金 57,044 60,920

固定負債合計 96,077 92,913

負債合計 892,132 1,010,823

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 2,269,372 2,267,442

自己株式 △233,575 △306,368

株主資本合計 4,053,796 3,979,074

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,217 △37,218

為替換算調整勘定 △6,658 △5,390

その他の包括利益累計額合計 △3,440 △42,608

純資産合計 4,050,355 3,936,465

負債純資産合計 4,942,488 4,947,289
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 1,690,552 1,729,090

売上原価 1,316,859 1,275,507

売上総利益 373,693 453,583

販売費及び一般管理費 381,801 386,990

営業利益又は営業損失（△） △8,108 66,592

営業外収益

受取利息 257 88

受取配当金 7,595 8,366

受取賃貸料 7,037 5,778

その他 1,694 1,701

営業外収益合計 16,585 15,934

営業外費用

支払利息 607 54

為替差損 12,439 8,780

その他 1,168 1,331

営業外費用合計 14,215 10,166

経常利益又は経常損失（△） △5,738 72,360

特別利益

投資有価証券売却益 － 232

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 36,678 232

特別損失

工具器具備品除却損 － 76

投資有価証券評価損 515 2,245

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 1,285 2,322

税金等調整前四半期純利益 29,654 70,269

法人税等 15,749 34,151

少数株主損益調整前四半期純利益 13,905 36,118

四半期純利益 13,905 36,118
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 13,905 36,118

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10,888 △40,436

為替換算調整勘定 △2,815 1,268

その他の包括利益合計 △13,703 △39,167

四半期包括利益 201 △3,049

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 201 △3,049

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 29,654 70,269

減価償却費 38,128 30,438

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,025 76

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,243 4,505

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,787 △7,040

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △129,346 3,876

受取利息及び受取配当金 △7,853 △8,454

支払利息 607 54

為替差損益（△は益） 7,212 7,528

有形固定資産除売却損益（△は益） － 76

投資有価証券売却損益（△は益） － △232

投資有価証券評価損益（△は益） 515 2,245

売上債権の増減額（△は増加） △27,894 14,496

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,520 63,106

仕入債務の増減額（△は減少） △180,210 114,171

未払又は未収消費税等の増減額 50,589 15,798

その他 51,422 △5,154

小計 △168,223 305,761

利息及び配当金の受取額 7,800 8,454

利息の支払額 △607 △54

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 8,839 △10,247

営業活動によるキャッシュ・フロー △152,190 303,914

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 △315 △10,631

有形固定資産の売却による収入 1,850 －

投資有価証券の取得による支出 △269,822 △49,985

投資有価証券の売却による収入 － 50,136

投資有価証券の償還による収入 200,000 －

出資金の分配による収入 3,404 7,859

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,883 △2,620

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 △16,030 △72,792

配当金の支払額 △38,523 △38,255

財務活動によるキャッシュ・フロー △58,601 △111,047

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,809 △7,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △283,484 183,047

現金及び現金同等物の期首残高 1,848,531 1,343,508

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,565,046 1,526,555
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

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）セグメント情報等

（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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