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（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 ％ 

25年３月期第１四半期  12,071  15.5  948  －  1,078  －  424  －

24年３月期第１四半期  10,454  △9.7  △373  －  △100  －  △95  －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 403百万円 （ ％） －   24年３月期第１四半期 △37百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第１四半期  11.55  －

24年３月期第１四半期  △2.58  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  49,467  35,740  69.5

24年３月期  52,673  35,887  65.8

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 34,380百万円   24年３月期 34,670百万円 

  
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

24年３月期  － 14.00  －  15.00 29.00

25年３月期  －      

25年３月期（予想）   15.00  －  15.00 30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  24,900  9.5  600  96.7  700  14.9  200  △16.6  5.44

通期  54,000  3.2  4,000  △9.3  4,200  △12.1  2,000  2.5  54.40

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外  社  （社名）  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

   

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

－ － － －

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積り

の変更・修正再表示」をご覧ください。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 38,200,910株 24年３月期 38,200,910株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 1,433,763株 24年３月期 1,433,697株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 36,767,188株 24年３月期１Ｑ 36,767,411株

（注）野村信託銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託口）が保有する自己株式は、「期末自己株式数」に

は含めておらず、「期中平均株式数（四半期累計）」には含めております。なお、「期末自己株式数」に含

めていない当該株式数は348,200株であります。

 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おりません。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

 

（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 

 四半期決算補足説明資料は平成24年８月３日（金）に当社ホームページに掲載する予定であります。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）におけるわが国経済は、東日本大震

災の復興需要等を背景として、景気は緩やかに回復しつつあるものの、欧州債務問題に端を発した円高・株安の長

期化による国内外の景気下振れ懸念や電力供給の問題など、不透明な状況が続いております。 

  

このような環境の中、スマートフォン向けサービスなどICT関連の売上が好調に推移したことに加え、国内外の

カーナビゲーション用データの売上も増加いたしました。 

以上の結果、売上高は12,071百万円（前年同期比1,616百万円増加、15.5％増）、営業利益は948百万円（前年同

期比1,322百万円改善）、経常利益は1,078百万円（前年同期比1,179百万円改善）、四半期純利益は424百万円（前

年同期比519百万円改善）となりました。 

なお、従来の傾向では、当社グループの売上高は、季節的変動が著しく、第４四半期連結会計期間に売上が集中

しており、当期につきましても同様に推移しております。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

（地図データベース関連事業） 

当社グループの主力事業であります地図データベース関連事業につきましては、スマートフォン・携帯向けサー

ビスなどICT関連の売上が好調に推移いたしました。 

また、震災影響等による落ち込みからの反動増に加え、エコカー補助金の復活などによる国内新車販売台数の押

し上げ効果を背景に、国内外のカーナビゲーション用データの売上が増加いたしました結果、当事業の売上高は

10,305百万円（前年同期比1,726百万円増加、20.1％増）となり、セグメント利益は921百万円（前年同期比1,297

百万円改善）となりました。 

  

（一般印刷関連事業） 

 一般印刷関連事業の売上高は929百万円（前年同期比56百万円減少、5.7％減）、セグメント損失は37百万円（前

年同期比４百万円悪化）となりました。 

  

（その他） 

 その他の売上高は836百万円（前年同期比53百万円減少、6.0％減）、セグメント利益は26百万円（前年同期比29

百万円改善）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,205百万円（6.1％）減少し49,467百万円と

なりました。減少の主な要因は、有価証券が1,299百万円増加したものの、現金及び預金が1,212百万円、受取手形

及び売掛金が3,163百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ3,058百万円（18.2％）減少し13,727百万円となりました。減少の主な要因

は、買掛金が818百万円、短期借入金が915百万円、未払法人税等が1,084百万円それぞれ減少したことによるもの

であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ147百万円（0.4％）減少し35,740百万円となりました。減少の主な要因は、

四半期純利益を424百万円計上したものの、剰余金の配当で551百万円減少したことによるものであります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における業績は、前年同期比で大幅に改善いたしましたが、第２四半期以降にエコカ

ー補助金終了に伴う反動減など、当社グループを取り巻く経済環境は先行き不透明な状況が想定されるため、平成

24年５月８日に公表いたしました平成25年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は、現時点で

は変更いたしません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,934 5,721

受取手形及び売掛金 12,326 9,163

有価証券 251 1,551

たな卸資産 1,303 1,515

その他 2,237 2,260

貸倒引当金 △26 △22

流動資産合計 23,026 20,190

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,089 4,036

土地 8,326 8,326

その他（純額） 2,117 2,030

有形固定資産合計 14,534 14,394

無形固定資産   

のれん 10 3

ソフトウエア 6,357 7,095

その他 2,341 1,618

無形固定資産合計 8,709 8,717

投資その他の資産   

投資有価証券 3,722 3,374

その他 2,829 2,918

貸倒引当金 △148 △127

投資その他の資産合計 6,402 6,164

固定資産合計 29,646 29,277

資産合計 52,673 49,467
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,200 1,382

短期借入金 1,939 1,024

未払費用 3,482 3,747

未払法人税等 1,381 297

役員賞与引当金 138 12

その他 3,225 3,007

流動負債合計 12,368 9,471

固定負債   

長期借入金 1,361 1,311

退職給付引当金 1,657 1,654

役員退職慰労引当金 133 133

その他 1,265 1,156

固定負債合計 4,417 4,255

負債合計 16,785 13,727

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,557 6,557

資本剰余金 13,111 13,111

利益剰余金 18,159 18,032

自己株式 △2,605 △2,560

株主資本合計 35,222 35,140

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △106 △198

為替換算調整勘定 △445 △561

その他の包括利益累計額合計 △552 △760

少数株主持分 1,216 1,359

純資産合計 35,887 35,740

負債純資産合計 52,673 49,467
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 10,454 12,071

売上原価 6,411 6,841

売上総利益 4,042 5,229

販売費及び一般管理費 4,416 4,280

営業利益又は営業損失（△） △373 948

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 134 116

不動産賃貸料 34 36

デリバティブ解約益 91 －

その他 74 50

営業外収益合計 339 205

営業外費用   

支払利息 10 7

持分法による投資損失 － 45

その他 56 22

営業外費用合計 66 75

経常利益又は経常損失（△） △100 1,078

特別利益   

固定資産売却益 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失   

固定資産除売却損 5 2

投資有価証券評価損 25 23

ゴルフ会員権評価損 － 1

特別損失合計 31 26

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（△）

△131 1,051

法人税、住民税及び事業税 106 356

法人税等調整額 △169 83

法人税等合計 △62 440

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△68 611

少数株主利益 26 187

四半期純利益又は四半期純損失（△） △95 424
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△68 611

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 △92

為替換算調整勘定 33 54

持分法適用会社に対する持分相当額 － △170

その他の包括利益合計 31 △208

四半期包括利益 △37 403

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △63 216

少数株主に係る四半期包括利益 26 187
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

【セグメント情報】    

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない仕入商品販売、CAD受託処理及びインターネットを

中心とした広告配信などの事業活動を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 地図データベ
ース関連事業

一般印刷 
関連事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高  8,578  985  9,564  890  10,454

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 19  77  97  35  132

計  8,598  1,062  9,661  925  10,586

セグメント利益又は損失(△)  △376  △32  △408  △2  △411

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  △408

「その他」の区分の利益  △2

セグメント間取引消去  37

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △373
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない仕入商品販売、CAD受託処理及びインターネットを

中心とした広告配信などの事業活動を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 地図データベ
ース関連事業

一般印刷 
関連事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高  10,305  929  11,234  836  12,071

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 15  35  50  28  78

計  10,320  964  11,285  864  12,149

セグメント利益又は損失(△)  921  △37  884  26  911

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  884

「その他」の区分の利益  26

セグメント間取引消去  37

四半期連結損益計算書の営業利益  948
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中期経営計画（ZGP2015）で区分した各事業の販売実績  

４．補足情報

（事業区分） 

24年３月期 

第１四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

25年３月期 

第１四半期 

連結累計期間

（百万円） 

増減額  

（百万円）
増減率 主要な製品 

広告事業  116  71  △45 %△39.1 各種メディア 

出版事業  1,712  1,726  14 %0.8
住宅地図帳、応用地図、 

仕入商品 

GIS事業  1,726  1,733  7 %0.4 住宅地図データベース 

ICT事業  2,244  3,307  1,062 %47.3
スマートフォン・携帯向けサービス、 

インターネットサービス向け地図 
データ提供 

ITS事業  2,267  2,825  558 %24.6 国内カーナビゲーション用データ 

グローバル事業  640  802  161 %25.2
海外カーナビゲーション用データ、 

各種海外コンテンツ 

その他事業  1,746  1,604  △142 %△8.1
一般印刷物、CAD受託処理、 

セールスプロモーション商品等 

合  計  10,454  12,071  1,616 %15.5   
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