
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  10,202  16.5  462  453.6  513  205.9  224  388.5

22年３月期第１四半期  8,757  △9.3  83  △47.2  167  △27.1  45  38.0

  
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３月期第１四半期  28  25  －  －

22年３月期第１四半期  5  78  －  －

  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３月期第１四半期  37,978  23,000  60.6  2,894  97

22年３月期  40,041  23,051  57.6  2,901  31

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 23,000百万円 22年３月期 23,051百万円

  
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 

22年３月期  －  －  10 00 － － 25 00  35  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  10 00 － － 10 00  20  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  21,022  9.1  733  △5.4  763  △15.2  434  △16.2  54  75

通期  42,348  △9.3  1,343  △62.2  1,395  △63.0  802  △64.4  100  96

satou950803
スタンプ



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）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連結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。 

  

（３）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 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期連結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連結財務諸表作

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。 

  

（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 

 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。業績予想の前提

となる仮定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、２ページ「１．当四半期の連結業績等に関す

る定性的情報 (3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 7,950,000株 22年３月期 7,950,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 5,004株 22年３月期 4,819株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 7,945,019株 22年３月期１Ｑ 7,945,381株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益が継続的に改善するなど景気回復の兆しが見られた

ものの、全体的にはデフレ傾向が続き消費が伸び悩んだほか、株式市場の下落や円高が進むなど、依然として先行

き不透明な状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループの各セグメントの概況は以下の通りであります。 

 （情報・印刷・産業システム機材） 

 情報システム機材は、文書のデジタル化業務の受注が伸長したほか、スキャナーなどドキュメントの電子化機器

や非破壊検査機材の販売に伸長が見られ、好調に推移いたしました。 

 印刷システム機材は、顧客の設備投資意欲の冷え込みにより印刷機器の販売は落ち込みましたが、印刷材料の販

売が伸長したため、概ね順調に推移いたしました。 

 （金融汎用・選挙システム機材） 

 金融汎用システム機材は、鍵やＩＤカードの管理機などセキュリティ機器の販売は順調に推移しましたが、機器

の更新需要が低迷し貨幣処理機器の販売が落ち込みました。 

 選挙システム機材は、参議院選挙向け機材の販売が順調に推移いたしました。 

 （紙・紙加工品） 

 紙・紙加工品は、商業印刷需要の低迷により塗工印刷用紙の販売は若干落ち込みましたが、グリーティングカー

ドなど紙製品向け特殊紙の販売が伸長したため、概ね順調に推移いたしました。 

 （その他）  

 不動産賃貸業等は、堅調に推移いたしました。  

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は102億２百万円（前年同四半期比16.5％増）、営業利益は４億

62百万円（前年同四半期比453.6％増）、経常利益は５億13百万円（前年同四半期比205.9％増）、四半期純利益は

２億24百万円（前年同四半期比388.5％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、379億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億62百万円減少しました。 

 主な減少は、受取手形及び売掛金であり、増加は現金及び預金であります。 

 なお、純資産は230億円となり、自己資本比率が3.0ポイント上昇し60.6％となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年

度末に比べ43億32百万円増加し、148億76百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 営業活動の結果獲得した資金は43億72百万円（前年同四半期は３億41百万円の獲得）となりました。 

 これは、税金等調整前四半期純利益５億５百万円、売上債権の減少59億32百万円等の収入要因がありましたが、

仕入債務の減少６億79百万円、法人税等の支払額13億85百万円等の支出要因が生じたこと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） 

 投資活動の結果獲得した資金は１億67百万円（前年同四半期は１億72百万円の使用）となりました。 

 これは、定期預金の増減（純額）による収入が３億円ありましたが、固定資産の取得による支出１億４百万円等

の支出要因が生じたこと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） 

 財務活動の結果使用した資金は２億４百万円（前年同四半期は７百万円の獲得）となりました。 

 これは、主に配当金の支払を１億85百万円行っ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１四半期の業績は概ね計画通りに進捗しており、前回公表（平成22年５月18日）いたしました第２四半期連

結累計期間及び通期の連結業績予想数値に変更はありません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）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  

①棚卸資産の評価方法 

 四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している資産は、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定しております。 

③法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計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、前連結会計年度決算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して算定しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ0百万円、税金等調整前四半期純利益は28百万円減少しており

ます。  

２．表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,876 11,044

受取手形及び売掛金 10,661 16,594

商品及び製品 1,863 1,726

仕掛品 95 130

原材料及び貯蔵品 215 237

その他 499 643

貸倒引当金 △29 △58

流動資産合計 28,182 30,319

固定資産   

有形固定資産 3,960 4,000

無形固定資産 180 191

投資その他の資産 5,654 5,531

固定資産合計 9,795 9,722

資産合計 37,978 40,041

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,339 9,019

短期借入金 3,605 3,622

未払法人税等 141 1,426

賞与引当金 226 439

製品保証引当金 150 150

その他 1,033 935

流動負債合計 13,496 15,593

固定負債   

退職給付引当金 191 188

役員退職慰労引当金 784 735

資産除去債務 29 －

その他 475 472

固定負債合計 1,481 1,396

負債合計 14,978 16,990
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,208 1,208

資本剰余金 2,005 2,005

利益剰余金 19,880 19,855

自己株式 △6 △6

株主資本合計 23,087 23,062

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △87 △10

評価・換算差額等合計 △87 △10

純資産合計 23,000 23,051

負債純資産合計 37,978 40,041
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 8,757 10,202

売上原価 6,920 7,999

売上総利益 1,836 2,202

販売費及び一般管理費 1,753 1,740

営業利益 83 462

営業外収益   

受取利息 21 16

受取配当金 24 26

持分法による投資利益 1 5

その他 49 17

営業外収益合計 97 65

営業外費用   

支払利息 12 10

その他 0 3

営業外費用合計 13 14

経常利益 167 513

特別利益   

償却債権取立益 － 1

貸倒引当金戻入額 － 30

特別利益合計 － 32

特別損失   

固定資産除却損 6 0

投資有価証券評価損 － 3

会員権売却損 － 0

役員退職慰労引当金繰入額 － 9

役員退職慰労金 38 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27

特別損失合計 45 40

税金等調整前四半期純利益 122 505

法人税、住民税及び事業税 26 123

法人税等調整額 49 157

法人税等合計 76 281

少数株主損益調整前四半期純利益 － 224

四半期純利益 45 224
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 122 505

減価償却費 84 98

投資有価証券評価損益（△は益） － 3

固定資産除却損 6 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △30

賞与引当金の増減額（△は減少） △218 △213

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 3

前払年金費用の増減額（△は増加） 38 28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38 49

受取利息及び受取配当金 △46 △42

支払利息 12 10

為替差損益（△は益） △0 3

持分法による投資損益（△は益） △1 △5

会員権売却損益（△は益） － 0

売上債権の増減額（△は増加） 912 5,932

たな卸資産の増減額（△は増加） △204 △77

その他の流動資産の増減額（△は増加） 222 △22

仕入債務の増減額（△は減少） △667 △679

未払金の増減額（△は減少） 22 △92

その他の流動負債の増減額（△は減少） 131 217

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27

その他 7 5

小計 381 5,722

利息及び配当金の受取額 43 45

利息の支払額 △13 △10

法人税等の支払額 △70 △1,385

営業活動によるキャッシュ・フロー 341 4,372

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △200

定期預金の払戻による収入 － 500

有形固定資産の取得による支出 △155 △92

有形固定資産の売却による収入 0 1

無形固定資産の取得による支出 △26 △12

投資有価証券の取得による支出 △2 △20

貸付金の回収による収入 0 0

その他 11 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △172 167
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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） 84 △17

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △76 △185

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 7 △204

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 176 4,332

現金及び現金同等物の期首残高 11,088 10,544

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,264 14,876
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は市場及び販売方法の類似性により区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品及び役務の名称 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

情報・印刷・
産業システム
機材 
（百万円） 

金融汎用・選
挙システム機
材（百万円） 

紙・紙加工品
（百万円） 

その他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 5,747 1,160 1,789 60  8,757  － 8,757

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0 － － 71  72 (72) －

計  5,748 1,160 1,789 131  8,829 (72) 8,757

営業利益（又は営業

損失） 
 87 △41 △4 40  82  0 83

事業区分 主要な商品及び役務 

情報・印刷・産業システム機材 

電子メディア・マイクロフィルム総合システムの機器・材料・情報処理サー

ビスと保守 

印刷システム・ＩＰＳ（名刺・ハガキ印刷）システム・産業用検査の機器・

材料と保守 

金融汎用・選挙システム機材 貨幣処理・選挙・セキュリティシステムの機器及び関連機材と保守 

紙・紙加工品 印刷・出版・情報・事務用紙、紙器用板紙、特殊紙、紙加工品 

その他 不動産の賃貸業・リース業・損害保険代理業・人材事業 
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、本社に第一営業本部、第二営業本部、紙・紙加工営業部を置き、各々の部門が取扱商品・役務につ

いて国内の事業拠点を統括しております。  

 従って、当社は、上記３部門を基礎とした商品・役務別のセグメントにより構成されており、「情報・印

刷・産業システム機材」、「金融汎用・選挙システム機材」、「紙・紙加工品」、「その他」の４つを報告セ

グメントとしております。 

 各セグメントの取扱商品・役務は下記のとおりであります。 

  

２．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 

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

(単位：百万円）

 （注）１． セグメント間取引消去であります。 

２． セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

セグメント 主要な商品及び役務 

情報・印刷・産業システム機材 

電子メディア・マイクロフィルム総合システムの機器・材料・情報処理サー

ビスと保守 

印刷システム・ＩＰＳ（名刺・ハガキ印刷）システム・産業用検査の機器・

材料と保守 

金融汎用・選挙システム機材 貨幣処理・選挙・セキュリティシステムの機器及び関連機材と保守 

紙・紙加工品 印刷・出版・情報・事務用紙、紙器用板紙、特殊紙、紙加工品 

その他 不動産の賃貸業・リース業・損害保険代理業・人材事業 

  

  

報告セグメント  

調整額 

 (注)１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)２  

情報・印刷・
産業システム
機材 

金融汎用・選
挙システム機
材 

紙・紙加工品 その他 合計

売上高               

(1）外部顧客への売上高  6,938 1,507 1,702 54  10,202  － 10,202

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 0 － 0 69  69  △69 －

計  6,938 1,507 1,702 124  10,271  △69 10,202

セグメント利益又は損

失（△） 
 449 △18 △8 38  461  0 462

（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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