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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第3四半期 2,769 △23.6 32 △78.2 15 △72.1 △25 ―
21年3月期第3四半期 3,623 ― 147 ― 55 ― 30 ―

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

22年3月期第3四半期 △4.79 ―
21年3月期第3四半期 5.73 ―

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

22年3月期第3四半期 5,500 4,044 73.5 759.16
21年3月期 5,676 4,222 74.4 790.08

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  4,044百万円 21年3月期  4,222百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 
（予想）

25.00 25.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 4,025 △12.6 149 0.5 106 △26.3 30 △9.1 5.62

－　１　－



4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  
[ （注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧下さい。 ] 

(3) 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（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もの） 

[ （注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧下さい。 ] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、当社が本資料の発表日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条件に
基づいており、実際の業績等はさまざまな要因によって予想数値と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、４ページ「［定性的情報・財務諸表等］3.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 5,523,592株 21年3月期 5,523,592株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 195,600株 21年3月期 178,900株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 5,334,522株 21年3月期第3四半期 5,389,322株

－　２　－



［定性的情報・財務諸表等］ 

１.連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出、生産の増加など景気は持ち直しの傾向に

あったものの、厳しい雇用情勢、設備投資の低調、慢性的なデフレ状態など依然として先行き不透明

な状況が続いております。 

  このような事業環境のなかで、当社グループでは、業績の向上をめざし、営業部門では顧客との販

売関係強化、幅広い顧客への積極的な販売活動行なうことにより受注確保を最重点課題としておりま

す、また工場部門ではオリジナル新製品の開発および価格競争力向上のための生産性向上に取り組ん

でまいりましたが、景気低迷による影響は避けられず、この結果、売上高は、27 億 69 百万円と前年

同四半期と比べ８億 53 百万円（23.6%）の減少、利益面につきましては、諸経費等の節減に取り組ん

でまいりましたが、売上高の減少、企業間における値引き競争の激化等により、営業利益は 32 百万

円と前年同四半期と比べ 1 億 15 百万円（78.2%）の減少、経常利益は 15 百万円と前年同四半期と比

べ 40 百万円の減少、当四半期純損失は 25 百万円と前年同期と比べ 56 百万円の減少となりました。 

 
２.連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産額は 55億円となり、前連結会計年度と比較して１億 76百万

円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少等によるものでありま

す。また、負債では、未払法人税等の減少 33百万円、賞与引当金の減少 36百万円によるものであり

ます。 

  純資産は、利益剰余金 1億 59百万円の減少となりました。 

 
②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累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、前連結会

計年度末に比べ１億 71 百万円減少し 11 億 57 百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によって得られた資金は、88 百万円（前年同期１億 1百万円）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 15 百万円及び売上債権の減少 72 百万円の一方で、仕入債務の

減少 2百万円、法人税等の支払額 89 百万円となっ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） 

  投資活動により使用した資金は、65 百万円（前年同期 2億 4百万円）となりました。これは主とし

て定期預金の払戻による収入 17億 65百万円が定期預金の預入による支出 17億 86 百万円を下回った

ことによるものであります。また、有価証券、投資有価証券の取得による支出３億 30 百万円および

有価証券の償還による収入２億 88 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） 

  財務活動により使用した資金は 1億 54 百万円（前年同期 1億 53 百万円）であり、これは主として
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配当金の支払による支出 1 億 33 百万円、自己株式の取得による支出 7 百万円および、その他（リー

ス支払額）13 百万円の支出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 

 平成 22年 3月期の業績予想につきましては、平成 21年 11月 10日に公表いたしました業績予想

に変更はございません。 

 

４．その他 

（1）期中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） 

   該当事項はありません。 

 

（2）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                

   棚卸資産の評価方法  

    棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行なう方法によっております。 

                            

（3）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 

    該当事項はありません。  
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,940,563 2,090,935

受取手形及び売掛金 1,055,528 1,127,995

有価証券 100,000 291,198

商品及び製品 296,305 284,785

仕掛品 21,016 21,927

原材料及び貯蔵品 78,261 99,210

繰延税金資産 2,068 13,165

その他 43,098 9,441

貸倒引当金 △3,847 △2,554

流動資産合計 3,532,994 3,936,104

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 365,998 385,947

機械装置及び運搬具（純額） 5,301 7,710

工具、器具及び備品（純額） 8,620 8,902

土地 934,341 934,341

その他（純額） 73,388 44,906

有形固定資産合計 1,387,650 1,381,809

無形固定資産 2,529 2,498

投資その他の資産   

投資有価証券 433,682 214,102

繰延税金資産 131,425 127,039

その他 19,539 25,455

貸倒引当金 △7,479 △10,378

投資その他の資産合計 577,167 356,218

固定資産合計 1,967,347 1,740,526

資産合計 5,500,342 5,676,630

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 924,790 927,640

短期借入金 180,000 180,000

未払法人税等 306 34,000

賞与引当金 9,414 46,266

その他 115,335 67,796

流動負債合計 1,229,845 1,255,703

固定負債   

退職給付引当金 94,555 85,738

役員退職慰労引当金 92,547 85,501

その他 38,612 26,935

固定負債合計 225,715 198,175

負債合計 1,455,561 1,453,879
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 393,997 393,997

資本剰余金 283,095 283,095

利益剰余金 3,530,841 3,689,989

自己株式 △130,853 △123,574

株主資本合計 4,077,081 4,243,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,300 △20,756

評価・換算差額等合計 △32,300 △20,756

純資産合計 4,044,780 4,222,751

負債純資産合計 5,500,342 5,676,630
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,623,342 2,769,383

売上原価 2,752,171 2,118,908

売上総利益 871,170 650,475

販売費及び一般管理費 723,252 618,152

営業利益 147,917 32,322

営業外収益   

受取利息 20,046 1,861

有価証券利息 20,000 6,477

有価証券償還益 － 11,302

その他 7,281 8,163

営業外収益合計 47,328 27,804

営業外費用   

支払利息 1,562 1,322

投資有価証券評価損 63,172 2,316

為替差損 74,612 39,425

その他 303 1,521

営業外費用合計 139,650 44,586

経常利益 55,595 15,540

特別利益   

貸倒引当金戻入額 471 －

特別利益合計 471 －

特別損失   

固定資産除却損 55 359

投資有価証券評価損 1,759 －

貸倒引当金繰入額 － 10

特別損失合計 1,815 369

税金等調整前四半期純利益 54,252 15,171

法人税、住民税及び事業税 58,851 25,826

法人税等調整額 △35,471 14,875

法人税等合計 23,380 40,701

四半期純利益又は四半期純損失（△） 30,872 △25,530
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 54,252 15,171

減価償却費 30,047 26,134

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,792 8,817

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,059 7,046

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,665 △36,852

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,561 △1,605

受取利息及び受取配当金 △40,046 △22,215

為替差損益（△は益） 64,973 39,634

投資有価証券評価損益（△は益） 63,172 2,316

売上債権の増減額（△は増加） 85,322 72,466

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,044 10,339

仕入債務の増減額（△は減少） △164,397 △2,849

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,625 △5,241

その他 35,842 43,660

小計 163,332 156,821

利息及び配当金の受取額 40,630 22,280

利息の支払額 △1,562 △1,322

法人税等の支払額 △100,911 △89,470

営業活動によるキャッシュ・フロー 101,489 88,309

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 △350,521 △1,786,529

定期預金の払戻による収入 550,836 1,765,656

有形固定資産の取得による支出 △2,930 △3,546

有価証券の取得による支出 △191,198 △97,500

投資有価証券の取得による支出 △100,845 △233,440

有価証券の償還による収入 － 288,698

投資有価証券の償還による収入 300,000 －

その他 △476 1,607

投資活動によるキャッシュ・フロー 204,864 △65,053

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △135,209 △133,617

自己株式の取得による支出 △18,485 △7,279

その他 － △13,969

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,695 △154,866

現金及び現金同等物に係る換算差額 △64,973 △39,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87,685 △171,244

現金及び現金同等物の期首残高 1,879,454 1,328,420

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,967,140 1,157,175
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年4月１日 至 平成21年12月31日) 

 該当事項はありません。 

（5）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間において、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める「プリンタ事業」の割合がいずれも90％を超えているため記載

を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間において、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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月1日 至 平成20年12月31日) 

                                 （単位：千円） 

  アメリカ ヨーロッパ アジア その他 計 

Ⅰ.海外売上高 463,109 72,160 44,389 770 580,428

Ⅱ.連結売上高 ― ― ― ― 3,623,342

Ⅲ.連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 

     12.8       2.0         1.2       0.0     16.0

(注) １ 国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アメリカ    アメリカ、カナダ、南米 

(2) ヨーロッパ   イギリス、ドイツ、フランス、トルコ 

(3) アジア     シンガポール、フィリピン 

(4) その他     オーストラリア、ニュージーランド 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 

当第四３半期連結累計期間（自 平成21年４月1日 至 平成21年12月31日) 

                                 （単位：千円） 

  アメリカ ヨーロッパ アジア その他 計 

Ⅰ.海外売上高 148,658 64,161 32,916 1,203 246,939

Ⅱ.連結売上高 ― ― ― ― 2,769,383

Ⅲ.連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 

      5.4       2.3        1.2       0.0 8.9

(注) 1 国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

2 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アメリカ    アメリカ、カナダ、南米 

(2) ヨーロッパ   イギリス、ドイツ、フランス、トルコ 
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(3) アジア     シンガポール、フィリピン 

(4) その他     オーストラリア、ニュージーランド、アフリカ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 

（6） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

当第３半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  該当事項はありません。 
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６．その他の情報 

１【生産、受注及び販売の状況】 

（1）生産実績 

当第３四半期連結累計期間における生産実績を製品区分ごとに示すと、次のとおりであります。 

区分 生産高（千円） 前年同四半期比（％） 

ケース入りミニプリンタ     428,558     △ 38.5 

ミニプリンタ関連商品 133,706     26.1 

合 計 562,264 △ 30.0 

(注) 1.金額は、製造原価によっております。  

    2.金額には、消費税等は含まれておりません。   

 

(2) 受注実績 

当第３四半期連結累計期間における受注高及び受注残高の実績を商品区分ごとに示すと、次のとおりで

あります。 
区分 受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

ミニプリンタメカニズム 273,332 △ 6.0 98,434 △  6.6 

ケース入りミニプリンタ 1,377,096 △ 30.1 173,262 △  17.8 

ミニプリンタ関連商品 560,947 △ 9.9 58,505    72.7 

消耗品 292,940  △ 12.3 15,484 △ 30.4 

大型プリンタ 48,673 △ 35.2 3,340 △ 41.2 

その他 225,306      0.0 32,428      7.2 

合 計 2,778,294 △ 21.0 381,453 △  6.5 

(注) １.金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(3) 販売実績 

当第３四半期連結累計期間における販売実績を商品区分ごとに示すと、次のとおりであります。      

区分 販売高（千円） 前年同四半期比（％） 

ミニプリンタメカニズム  237,524 △ 24.7 

ケース入りミニプリンタ  1,397,904 △ 30.3 

ミニプリンタ関連商品  545,722 △ 15.5 

消耗品 289,099 △  12.9 

大型プリンタ  47,985 △ 34.4 

その他  251,149      0.4 

合 計 2,769,383 △ 23.6 

(注) １.金額には、消費税等は含まれておりません。 
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