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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第3四半期の業績（平成23年1月1日～平成23年9月30日） 
（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 12月期第3四半期 7,653 △14.3 △75   ― △38   ― △291   ―
22年12月期第3四半期 8,929 △15.0 △119   ― △118   ― △184   ―

 

 
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 12月期第3四半期 △24.32 ― 
22年 12月期第3四半期 △14.43 ― 

 
（２）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 12月期第3四半期 9,685 5,171 53.4 431.16
22年 12月期 10,714 5,459 51.0 455.15

(参考)自己資本 23年12月期第3四半期         5,171百万円 22年12月期        5,459 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 12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00   
23年 12月期 ― 0.00 ―   

23年 12月期(予想)    0.00 0.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

  配当予想修正の詳細については、同日発表の「平成23年12月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 
３．平成23年12月期の業績予想（平成23年1月1日～平成23年12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 11,179 △8.2 138  ― 173  ― △90  ― △7.50

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



 

 

４．その他  （詳細は、添付資料3ページ「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期3Ｑ 13,906,823株 22年12月期 13,906,823株

② 期末自己株式数 23年12月期3Ｑ 1,913,266株 22年12月期 1,911,805株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期3Ｑ 11,994,265株 22年12月期3Ｑ 12,800,803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 
1.平成 23 年 8 月 10 日に公表いたしました業績予想を修正し本日平成 23 年 11 月 9 日付「平成 23 年 12 月期通期業績予想の

修正に関するお知らせ」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。 
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当第３四半期累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日）におけるわが国経済は、東

日本大震災の影響により、電力供給の制約やサプライチェーンの問題から生産活動が停滞し、設備投資

や個人消費も弱含む動きとなり、また依然厳しい雇用情勢など、景気下振れのリスクが残る先行き不透

明な状況が続きました。 

このような経営環境のもと、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

7,653百万円（前年同四半期比14.3％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4,661百万円（前年同四半期比

21.3％減）、広告制作プリンタは1,294百万円（同比1.5％減）、ネットワーク機器及びその他は155百

万円（同比22.3％減）、技術サービス等収入1,541百万円（同比3.2％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2,976百万円（前年同四半期比6.6％減）となり、そ

の結果営業損失は75百万円（前年同四半期は営業損失119百万円）、経常損失は38百万円（前年同四半

期は経常損失118百万円）、四半期純損失は291百万円（前年同四半期は四半期純損失184百万円）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1,028百万円減少し9,685百万円とな

りました。うち流動資産は、現金及び預金が同356百万円増加の2,485百万円となりましたが、受取手形

及び売掛金が同1,067百万円減少の2,706百万円となったこと等から、同741百万円減少し7,899百万円と

なりました。また、固定資産は同287百万円減少し1,786百万円となりました。 

負債合計は、前事業年度末に比べ740百万円減少し4,514百万円となりました。うち流動負債は、賞与

引当金が同101百万円増加の139百万円となりましたが、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金の合

計が同548百万円減少の1,213百万円となり、支払手形及び買掛金が同163百万円減少の1,672百万円とな

ったこと等から、同591百万円減少し3,344百万円となりました。固定負債は、主に退職給付引当金が同

419百万円減少の463百万円となったこと等から、同148百万円減少し1,170百万円となりました。 

純資産合計は、前事業年度末に比べ288百万円減少し5,171百万円となりました。これは利益剰余金が

同291百万円減少の40百万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、前事業年度末に

比べ356百万円増加し、2,454百万円となりました。 

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。  

営業活動によって獲得した資金は774百万円（前年同四半期比3.9％減）となりました。これは主に、

退職給付引当金の減少額419百万円、仕入債務の減少額163百万円等により資金を使用しましたが、売上

債権の減少額1,056百万円、長期未払金の増加額228百万円等により資金を獲得したことによるもので

す。 

投資活動によって獲得した資金は96百万円（前年同四半期比69.9％増）となりました。これは主に、

有形固定資産の取得14百万円等により資金を使用しましたが、保険積立金の解約による収入118百万円

等により資金を獲得したことによるものです。 

財務活動によって使用した資金は514百万円（前年同四半期比54.9％減）となりました。これは主に

借入金の返済による支出によるものです。 

  

平成23年12月期通期の業績予想につきましては、本日、平成23年11月９日付別途開示いたしました

「平成23年12月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

(3) 業績予想に関する定性的情報
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（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。 

  

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、資産除去債務の負債計上額及び対応する除去費用の資産計上に代えて、賃借契約の関連する敷

金の回収が 終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当第３四半期累計期間の

負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ389千円増加し、税引前四半期純損失は8,144千円増加し

ております。また、当会計基準の適用開始により、投資その他の資産が8,144千円減少しております。 

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23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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,485,053 2,128,888

受取手形及び売掛金 2,706,242 3,773,936

有価証券 29,989 19,988

製品 1,992,031 1,977,579

仕掛品 2,521 8,045

貯蔵品 617,390 627,016

その他 81,880 112,873

貸倒引当金 △15,582 △7,547

流動資産合計 7,899,527 8,640,781

固定資産

有形固定資産 785,884 882,396

無形固定資産 227,675 122,709

投資その他の資産 772,577 1,068,633

固定資産合計 1,786,137 2,073,739

資産合計 9,685,665 10,714,520

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,672,145 1,835,859

短期借入金 910,000 1,170,000

1年内返済予定の長期借入金 303,000 591,500

未払法人税等 18,243 29,445

賞与引当金 139,788 38,306

その他 300,932 270,928

流動負債合計 3,344,109 3,936,039

固定負債

長期借入金 376,000 342,000

長期未払金 228,661 －

退職給付引当金 463,179 882,297

役員退職慰労引当金 101,424 89,697

その他 1,131 4,969

固定負債合計 1,170,396 1,318,964

負債合計 4,514,506 5,255,004

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 40,617 332,360

自己株式 △407,810 △407,638

株主資本合計 5,192,703 5,484,619

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △20,637 △23,522

繰延ヘッジ損益 △907 △1,581

評価・換算差額等合計 △21,544 △25,103

純資産合計 5,171,158 5,459,515

負債純資産合計 9,685,665 10,714,520
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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22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 8,929,806 7,653,078

売上原価 5,743,032 4,677,075

売上総利益 3,186,773 2,976,003

販売費及び一般管理費 3,306,141 3,051,566

営業損失（△） △119,367 △75,562

営業外収益

受取利息 690 119

受取配当金 5,513 3,471

受取保険金 14,000 －

保険解約返戻金 － 37,915

金利スワップ評価益 11,222 3,458

その他 15,154 21,410

営業外収益合計 46,580 66,375

営業外費用

支払利息 42,817 26,667

その他 2,902 2,561

営業外費用合計 45,719 29,228

経常損失（△） △118,505 △38,415

特別損失

固定資産除却損 4,748 1,783

投資有価証券評価損 40,298 38,995

会員権評価損 475 1,100

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,755

退職給付制度改定損 － 7,091

特別退職金等 － 43,504

特別損失合計 45,521 100,230

税引前四半期純損失（△） △164,027 △138,646

法人税、住民税及び事業税 14,976 13,739

法人税等調整額 5,715 139,357

法人税等合計 20,691 153,097

四半期純損失（△） △184,719 △291,743
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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22年７月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 2,577,952 2,432,423

売上原価 1,590,903 1,407,703

売上総利益 987,049 1,024,719

販売費及び一般管理費 1,100,051 991,099

営業利益又は営業損失（△） △113,002 33,620

営業外収益

受取利息 83 39

為替差益 － 5,240

保険配当金 － 2,842

受取手数料 2,543 －

金利スワップ評価益 3,947 914

その他 3,800 819

営業外収益合計 10,375 9,857

営業外費用

支払利息 13,606 8,424

その他 222 142

営業外費用合計 13,828 8,566

経常利益又は経常損失（△） △116,455 34,911

特別利益

投資有価証券評価損戻入益 － 467

特別利益合計 － 467

特別損失

固定資産除却損 724 42

投資有価証券評価損 16,016 －

会員権評価損 － 225

特別損失合計 16,740 267

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △133,195 35,111

法人税、住民税及び事業税 5,345 4,400

法人税等調整額 △7,112 127,872

法人税等合計 △1,766 132,272

四半期純損失（△） △131,429 △97,161
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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22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年１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

税引前四半期純損失（△） △164,027 △138,646

減価償却費 164,214 115,597

賞与引当金の増減額（△は減少） 125,491 101,481

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,865 △419,118

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △174,033 11,726

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,581 8,034

受取利息及び受取配当金 △6,203 △3,590

支払利息 42,817 26,667

金利スワップ評価損益（△は益） △11,222 △3,458

固定資産除売却損益（△は益） 4,748 1,783

投資有価証券評価損益（△は益） 40,298 38,995

保険解約返戻金 － △37,915

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,755

機器組込ソフトウエアの増減額（△は増加） △33,001 △122,287

売上債権の増減額（△は増加） 1,698,252 1,056,010

たな卸資産の増減額（△は増加） △409,175 13,183

仕入債務の増減額（△は減少） △321,762 △163,714

長期未払金の増減額（△は減少） － 228,661

その他 △82,209 96,786

小計 869,738 817,953

利息及び配当金の受取額 6,201 3,582

利息の支払額 △49,408 △29,530

法人税等の支払額 △20,433 △17,434

営業活動によるキャッシュ・フロー 806,097 774,571

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 △31,781 △14,694

投資有価証券の売却による収入 － 437

保険積立金の解約による収入 － 118,254

その他 △11,486 △7,627

投資活動によるキャッシュ・フロー 56,731 96,370

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） △104,000 △260,000

長期借入れによる収入 100,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △793,575 △554,500

自己株式の取得による支出 △289,653 △172

配当金の支払額 △53,695 △104

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,140,923 △514,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △278,094 356,164

現金及び現金同等物の期首残高 2,201,372 2,097,888

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,923,277 2,454,053
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、平成23年11月９日開催の取締役会において、キヤノンマーケティングジャパン株式会社（以

下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式及び本新株予約権（平成15年３月28日開催の当

社第30回定時株主総会及び平成15年９月29日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権

をいいます。以下同じです。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について、

以下のとおり、本公開買付けへの賛同の意を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し、本公開買付

けに応募することを勧める旨、及び本新株予約権について本公開買付けに応募するか否かについては、

本新株予約権の保有者の皆様の判断に委ねる旨を決議いたしました。 

なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て当社を完全子

会社化することを企図していること、並びに当社の普通株式が上場廃止となる予定であることを前提と

して行われたものであります。 

  

(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

(6) 重要な後発事象

１．公開買付者の概要

(1) 名称 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

(2) 本店所在地 東京都港区港南二丁目16番６号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 川崎 正己

(4) 事業内容 キヤノン製品の販売、サービス、マーケティングの統括

(5) 資本金の額 73,303百万円

(6) 設立年月日 昭和43年２月

(7)
大 株 主 及 び 持 株 比 率 
（平成23年６月30日現在）

キヤノン㈱ 50.11％

キヤノンマーケティングジャパングループ社員持株会 4.15％

ザ バンク オブ ニューヨーク トリーティー ジヤスデツク アカ
ウント（常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行） 1.71％

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 1.62％

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 1.28％

チェース マンハッタン バンク ジーティーエス クライアンツ ア
カウント エスクロウ（常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀行決済営

業部） 0.98％

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー（常任
代理人 ㈱みずほコーポレート銀行決済営業部） 0.87％

アールビーシーデクシアインベスターサービスバンクアカウントルクセ
ンブルグノンレジデントドメスティックレート（常任代理人 スタンダ
ードチャータード銀行） 0.82％

キヤノンマーケティングジャパン取引先持株会 0.76％

㈱みずほ銀行 0.66％

(8) 上場会社と公開買付者との関係

資本関係 公開買付者は、当社の普通株式を24,200株所有しております。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係
当社は、公開買付者及び公開買付者の関係会社との間で、公開買付者及
び公開買付者の関係会社からプリンター機器等の仕入取引を行っており
ます。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。
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(1) 買付け等をする株券等の種類 

① 普通株式 

② 新株予約権 

平成15年３月28日開催の当社第30回定時株主総会及び平成15年９月29日開催の当社取締役会の決

議に基づき発行された新株予約権。 

(2) 買付け等の期間 

平成23年11月10日（木曜日）から平成23年12月20日（火曜日）まで（28営業日） 

(3) 買付け等の価格 

 普通株式1株につき、金200円 

 本新株予約権１個につき、金１円 

(4) 買付予定の株券等の数 

 
(5) 公開買付開始公告日 

 平成23年11月10日（木曜日） 

  

当社の普通株式は、現在大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱスタンダード市場（以下「ＪＡＳＤＡＱ市場」

といいます。）に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設

定しておらず、本公開買付けの結果次第では、大阪証券取引所の上場廃止基準に従い、当社の普通株式

は所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点で当該基準に該

当しない場合でも、公開買付者は、公開買付者を完全親会社、当社を完全子会社とする株主交換を行う

ことにより当社を完全子会社化することを企図しているとのことですので、その場合には大阪証券取引

所の上場廃止基準に従い、当社の普通株式は所定の手続を経て上場廃止となります。なお、当社の普通

株式の上場廃止後は、当社の普通株式をＪＡＳＤＡＱ市場において取引することはできなくなります。

  

当社は、本公開買付けの決済日後である平成23年12月31日を基準日とする期末配当を行った場合、本

公開買付けに応募する株主の皆様と応募しない株主の皆様との間に経済的効果の差異を生じる可能性が

あることから、平成23年11月９日の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、配当予

想を修正して平成23年12月31日現在の株主名簿に記載された株主の皆様に対する剰余金の配当（期末配

当）を行わない旨の決議をしております。 

２．本公開買付けの概要

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限

12,196,799 株 5,997,000 株 － 株

３．上場廃止となる見込み及びその事由

４．平成23年12月期に係る配当の取り止め
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