




○添付資料の目次

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………………………… 2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………………………………………… 2

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………………………………………… 2

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………… 2

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

（１）四半期貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………… 3

（２）四半期損益計算書 ………………………………………………………………………………………………… 5

第２四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………… 5

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………………… 6

（４）四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 7

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 7

 

- 1 -

カーディナル株式会社（７８５５）　平成27年3月期第2四半期決算短信（非連結）



１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

    当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税増税や原材料・エネルギーコストの上昇など経営環境に

  影響を与えるリスクは依然として存在するものの、政府が打ち出した経済・金融政策等により円安・株高が進

  み、緩やかな回復基調で推移いたしました。

   このような状況下において当社は総力を挙げてお客様のニーズに合った製品作りに注力するとともに、原価管

  理体制を強化し、販売価格の競争力を高めるよう努めてまいりました。さらに、印刷関連の販売代理店はもとよ

  り、印刷関連以外のＩＴベンダーやシステムインテグラー等カードに係わる新規販売代理店の開拓に営業活動を

  推進いたしました。また、インターネット（Ｗeb）上ではＣard Ｍarket.jp（サテライトオフィス）により、最

  新情報やサービスを迅速に解り易く提供し、新製品のダイレクトメールの送付や印刷関連の展示会への出展など

  販売代理店の拡販を推進いたしました。しかしながら、印刷業界におきましては主要材料・副資材の高騰、ＩＴ

  技術の進展による印刷需要の減少、競争激化による受注単価の下落が続いており、また、消費税増税前の駆け込

  み需要の反動などにより経営環境は厳しい状況で推移いたしました。

   これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高が627,049千円と41,371千円（前年同期比6.2%減）の

  減収となり、営業利益では59,363千円と18,345千円（前年同期比23.6%減）の減益となり、経常利益では79,698

  千円と3,032千円（前年同期比4.0%増）の増益となりましたが、四半期純利益では50,050千円と3,329千円（前年

  同期比6.2%減）の減益となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

 （資産）

  当第２四半期末の流動資産は、現金及び預金が90,100千円増加しましたが、受取手形及び売掛金が74,274千

 円、原材料及び貯蔵品が8,684千円減少したこと等により、前事業年度末に比べて10千円減少し1,246,528千円と

 なりました。固定資産は、機械及び装置が19,830千円、投資有価証券が16,994千円減少したこと等により、前事

 業年度末に比べて47,711千円減少し1,478,625千円となりました。この結果、資産は前事業年度末に比べて

 47,722千円減少し2,725,154千円となりました。

 （負債）

  当第２四半期末の流動負債は、支払手形及び買掛金が35,356千円減少したこと等により、前事業年度末に比べ

 て81,034千円減少し295,593千円となりました。固定負債は、退職給付引当金が8,638千円増加しましたが、長期

 借入金が21,018千円減少したこと等により、前事業年度末に比べて9,767千円減少し301,260千円となりました。

 この結果、負債は前事業年度末に比べて90,801千円減少し596,853千円となりました。

 （純資産）

  当第２四半期末の純資産は、利益剰余金が35,800千円、その他有価証券評価差額金が7,279千円増加したこと

 等により、前事業年度末に比べて43,079千円増加し2,128,300千円となりました。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

  平成26年５月12日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。

  なお、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。

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

  税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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しております。

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

  該当事項はありません。
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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） 

 
前事業年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 708,108 798,208 

受取手形及び売掛金 406,242 331,967 

商品及び製品 132 132 

仕掛品 43,145 35,652 

原材料及び貯蔵品 75,581 66,897 

繰延税金資産 12,818 12,818 

その他 3,354 3,175 

貸倒引当金 △2,843 △2,323 

流動資産合計 1,246,539 1,246,528 

固定資産    

有形固定資産    

建物 1,028,464 1,028,464 

減価償却累計額 △712,816 △721,682 

建物（純額） 315,647 306,781 

機械及び装置 920,480 924,476 

減価償却累計額 △694,344 △718,169 

機械及び装置（純額） 226,136 206,306 

土地 290,196 290,196 

その他 160,746 162,337 

減価償却累計額 △147,149 △149,630 

その他（純額） 13,597 12,706 

有形固定資産合計 845,577 815,990 

無形固定資産    

その他 2,644 2,335 

無形固定資産合計 2,644 2,335 

投資その他の資産    

投資有価証券 466,606 449,611 

保険積立金 150,443 154,070 

繰延税金資産 57,948 54,029 

その他 4,959 3,497 

貸倒引当金 △1,842 △908 

投資その他の資産合計 678,115 660,299 

固定資産合計 1,526,337 1,478,625 

資産合計 2,772,876 2,725,154 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成26年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 193,116 157,759 

短期借入金 10,000 10,000 

1年内返済予定の長期借入金 42,036 42,036 

未払法人税等 39,153 32,496 

賞与引当金 15,300 16,900 

その他 77,022 36,400 

流動負債合計 376,627 295,593 

固定負債    

長期借入金 137,108 116,090 

再評価に係る繰延税金負債 2,752 2,752 

退職給付引当金 98,718 107,357 

役員退職慰労引当金 71,336 73,948 

資産除去債務 1,113 1,113 

固定負債合計 311,028 301,260 

負債合計 687,655 596,853 

純資産の部    

株主資本    

資本金 323,200 323,200 

資本剰余金 100,600 100,600 

利益剰余金 1,871,828 1,907,628 

自己株式 △43,010 △43,010 

株主資本合計 2,252,618 2,288,418 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 3,900 11,179 

土地再評価差額金 △171,297 △171,297 

評価・換算差額等合計 △167,397 △160,118 

純資産合計 2,085,220 2,128,300 

負債純資産合計 2,772,876 2,725,154 

 

- 4 -

カーディナル株式会社（７８５５）　平成27年3月期第2四半期決算短信（非連結）



（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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 668,421 627,049 

売上原価 450,851 434,673 

売上総利益 217,570 192,376 

販売費及び一般管理費 139,860 133,012 

営業利益 77,709 59,363 

営業外収益    

受取利息 8,366 8,881 

受取配当金 983 1,123 

受取賃貸料 735 393 

複合金融商品評価益 － 9,566 

その他 944 1,213 

営業外収益合計 11,030 21,178 

営業外費用    

支払利息 1,259 844 

複合金融商品評価損 10,812 - 

その他 1 - 

営業外費用合計 12,073 844 

経常利益 76,666 79,698 

特別利益    

投資有価証券売却益 14,857 5,815 

ゴルフ会員権売却益 180 - 

特別利益合計 15,038 5,815 

特別損失    

投資有価証券売却損 210 2,316 

特別損失合計 210 2,316 

税引前四半期純利益 91,494 83,197 

法人税等 38,115 33,146 

四半期純利益 53,379 50,050 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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 91,494 83,197 

減価償却費 35,876 35,481 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,007 8,638 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,398 2,612 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,774 △1,453 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,200 1,600 

受取利息及び受取配当金 △9,349 △10,005 

支払利息 1,259 844 

複合金融商品評価損益（△は益） 10,812 △9,566 

投資有価証券売却損益（△は益） △14,647 △3,498 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △180 - 

売上債権の増減額（△は増加） 18,268 75,555 

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,714 16,177 

仕入債務の増減額（△は減少） △27,244 △34,666 

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,863 11,242 

その他 △8,316 △5,093 

小計 144,930 171,064 

利息及び配当金の受取額 6,742 8,784 

利息の支払額 △1,329 △834 

役員退職慰労金の支払額 △9,548 - 

法人税等の支払額 △48,743 △39,693 

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,052 139,321 

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 △35,710 △52,182 

ソフトウエアの取得による支出 - △833 

投資有価証券の取得による支出 △425,399 △197,833 

投資有価証券の売却による収入 344,395 240,312 

貸付金の回収による収入 140 140 

ゴルフ会員権の売却による収入 190 - 

保険積立金の積立による支出 △3,626 △3,626 

投資活動によるキャッシュ・フロー △120,009 △14,022 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入 50,000 - 

短期借入金の返済による支出 △50,000 - 

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 △71,874 △21,018 

配当金の支払額 △14,320 △14,181 

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,805 △35,199 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,152 90,100 

現金及び現金同等物の期首残高 702,526 708,108 

現金及び現金同等物の四半期末残高 688,374 798,208 
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

  該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

  該当事項はありません。
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