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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 16,039 △8.3 2,516 △20.2 2,465 △20.6 1,491 16.3
21年3月期第3四半期 17,492 ― 3,152 ― 3,107 ― 1,282 ―

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 42.07 ―
21年3月期第3四半期 34.85 34.85

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 30,764 21,815 70.6 613.12
21年3月期 24,383 20,823 85.0 585.00

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  21,730百万円 21年3月期  20,733百万円

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
22年3月期 ― 11.00 ―
22年3月期 

（予想）
11.00 22.00

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 20,300 △3.8 2,350 △18.5 2,350 △13.4 1,400 38.8 38.39
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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、５ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(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） 

(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 
 平成21年４月30日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ
り、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、５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。 

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 39,327,700株 21年3月期  39,327,700株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,885,821株 21年3月期  3,885,781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 35,441,918株 21年3月期第3四半期 36,803,953株



（１）わが国経済の状況 

当第３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期）におけるわが国経済は、依然として平成20年に発生した金

融危機以来の景気低迷が続きましたが、在庫調整の一巡、各国経済の回復等に伴ってゆるやかな回復基調に入り

つつあるとの見方も出てきました。しかしながら企業業績の悪化に伴う需要の減少と価格下落が幅広い分野で進

行しており、多くの企業にとって厳しい経営環境が続いています。こうしたなかで当社事業との関連性が高い国

内証券市場は長期にわたり市況が低迷し、ＩＰＯ社数の大幅な減少が続きました。一方、日経平均株価の１万円

台回復、エクイティファイナンスの増加、投資信託・ＲＥＩＴ市場における回復の兆しなどの好材料も出てきて

いるものの予断を許さない状況が続いています。 

  

（２）業績の概況 

① 全体の概況 

当第３四半期は、決算関連製品及びエクイティファイナンス関連製品の売上が増加し、株主総会招集通知も

ほぼ前年同期並みの売上を確保しましたが、証券市況の低迷に伴う投資信託、ＲＥＩＴ、ＩＰＯ（新規株式上

場）関連製品の売上減少に加えて、企業業績の悪化や競争激化によるＩＲ関連製品の受注減少、株券電子化の

影響等により、売上高は前年同期比 ％減の 百万円となりました。利益面では、製造コストと販管費

の削減が期初計画を上回るペースで進捗しているものの売上減少影響をカバーするには至らず、営業利益は前

年同期比 ％減の 百万円、経常利益は前年同期比 ％減の 百万円となりました。四半期純利益

は、前年同期に実施した繰延税金資産の取り崩しがなくなり、前年同期比 ％増の 百万円となりまし

た。 

② 製品別売上高の概況 

＜会社法関連製品＞ 

主力製品の株主総会招集通知は、上場会社総数が減少するなかで51％と堅調なシェアを維持しており、平

均受注部数が３％ほど増加したこともあって、ほぼ前年同期並みの売上を確保しましたが、一部製品におい

て前年同期に発生したスポット需要の反動減等により、会社法関連製品の売上高は前年同期比 ％減の

百万円となりました。 

＜金融商品取引法関連製品＞ 

主力製品の決算関連製品については、上場会社総数が減少するなかで55％のシェアを維持し、加えて四半

期報告制度・新コンピュータ言語ＸＢＲＬ導入に伴う新規受注や、新制度に対応するシステム「ＰＲＯＮＥ

ＸＵＳ  ＷＯＲＫＳ」関連サービスの受注等により、前年同期を上回る売上を確保しました。 

投資信託・ＲＥＩＴ関連製品については、徐々に市況の回復が見られるようになってきたものの、期初か

ら続いた市況低迷の影響が大きく目論見書や販売用資料などを中心に受注が減少しました。当第３四半期の

ＩＰＯ件数は、急減した前年同期（28件）をさらに下回る13件にとどまり、関連製品の売上が減少しました

が、大手企業を中心にエクイティファイナンスが大幅に増加し関連製品の受注が増加しました。これらによ

り、金融商品取引法関連製品の売上高は前年同期比 ％減の 百万円となりました。 

＜ＩＲ等製品＞ 

ＩＲ等製品については、国内上場社数の減少に加えて、企業業績の悪化や競争激化の影響により、主力製

品の年次報告書やその他のＩＲ製品・サービスの受注が減少しました。また、株券電子化に伴う前年同期の

電子公告関連サービス特需の反動減がＩＲ等製品の減収要因となりましたが、その他のＷｅｂ関連サービス

の売上は増加しました。また、当連結会計年度からＩＲ等製品に含めた有価証券印刷については、上場株券

電子化の影響が10－12月期まで続いたことから、旧製品区分における前年同期比で 百万円減の 百万円

となりました。これらにより、ＩＲ等製品の売上高は ％減の 百万円となりました。なお、株券電

子化のマイナス影響は10－12月期が 後となります。 

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
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（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当連結会計年度より、「有価証券印刷」の区分を従来の独立した製品区分から「ＩＲ等」と合算して集計

しており、前年同期比は前年同期分を変更後の区分に組み替えて比較しております。 

  

③ 利益の概況 

製造工程においては全部門にわたるコスト削減活動を推進しました。生産システムの改善や作業プロセスの

見直し等により生産性が向上し、外注費や労務費等の製造コストを期初計画以上に削減しましたが、売上高の

減少影響を補うには至らず、売上総利益は 百万円（前年同期比 百万円減、 ％減）となりました。

販管費についても、人件費を含めたあらゆる分野の経費削減活動を全社にわたり推進し、 百万円（前年

同期比 百万円減、 ％減）に削減しました。この結果、営業利益は 百万円（前年同期比 百万円

減、 ％減）となりました。 

営業外収益 百万円と投資事業組合運用損等による営業外費用 百万円とを加減し、経常利益は 百万

円（前年同期比 百万円減、 ％減）、投資有価証券の売却等による特別利益 百万円と特別損失 百万

円を加減し、税金等調整前四半期純利益は 百万円（前年同期比 百万円減、 ％減）となりました。

四半期純利益は、繰延税金資産の取り崩し 百万円を計上した前年同期に比較して 百万円増の 百

万円（前年同期比 ％増）となりました。 

  

（３）第３四半期の季節性 

当社グループの売上高の約75％を占める事業会社向け製品・サービスは、顧客の約70％が３月決算会社である

ため、決算及び株主総会関連製品の受注が第１四半期に集中します。このため、第１四半期連結会計期間（４－

６月期）の売上が下表のとおり４割を超え、第３四半期（10－12月期）は第１四半期の半分程度にとどまりま

す。 

（参考）平成21年３月期 

  

当第３四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。 

主な要因は、現金及び預金 百万円増加、満期保有目的の国債の購入等による投資有価証券 百万円及び有

価証券 百万円増加等です。 

当第３四半期末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。 

主な要因は、東京都との間で締結した土地売買契約及び建物等物件移転補償契約により収用補償金の一部を収受し

たことによる収用に係る前受金 百万円増加、収用に伴い工場建設等に備えて借入れを実施したことによる長期

借入金 百万円増加等です。 

当第３四半期末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。 

主な要因は、四半期純利益 百万円の計上による増加と剰余金の配当 百万円による減少等です。この結果、

自己資本比率は ％となりました。 

  

区分 

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） 

増減 
(△印減) 

金額 
（千円） 

構成比
（％） 

金額
（千円） 

構成比
（％） 

金額 
（千円） 

増減率
（％） 

会社法関連  4,194,358 24.0 4,055,424 25.3  △138,933 △3.3

金融商品取引法関連  8,362,424 47.8 7,935,031 49.5  △427,392 △5.1

ＩＲ等  4,935,523 28.2 4,048,836 25.2  △886,687 △18.0

合計  17,492,305 100.0 16,039,292 100.0  △1,453,013 △8.3

6,684 821 10.9

4,168

185 4.3 2,516 636

20.2

64 114 2,465

641 20.6 117 95

2,488 495 16.6

458 208 1,491

16.3

    
第１四半期 
（４－６月期） 

第２四半期
（７－９月期）

第３四半期
（10－12月期）

第４四半期 
（１－３月期） 

年度計

   売上高  （百万円）  8,939  3,711  4,840  3,602  21,094

   構成比    （％）  42.4  17.6  22.9  17.1  100.0

２．連結財政状態に関する定性的情報

6,380 30,764

3,029 1,760

891

5,389 8,948

3,458

1,500

991 21,815

1,491 779

70.6



＜キャッシュ・フローの状況＞  

当第３四半期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 百万

円増加し、 百万円となりました。 

当第３四半期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す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 百万円（前年同期は 百万円の獲得）となりました。 

収入の主な内訳は、収用補償金の受取額 百万円、税金等調整前四半期純利益 百万円、減価償却費

百万円等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額 百万円等です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 百万円（前年同期は 百万円の使用）となりました。 

主な内訳は、投資有価証券の取得による支出 百万円、有価証券の取得による支出 百万円、収用に伴う

工場建設費用等として有形固定資産の取得による支出 百万円等です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は 百万円（前年同期は 百万円の使用）となりました。 

収入の内訳は、長期借入れによる収入 百万円、短期借入れによる収入 百万円であり、支出の主な内訳

は、配当金の支払額 百万円、短期借入金の返済による支出 百万円等です。 

  

＜当期の見通し＞ 

当社は平成21年４月30日に平成22年３月期の連結業績予想を１ページに記載のとおり発表しています。売上高は

期初予想を下回る水準で推移していますが、資本市場におけるエクイティファイナンスの活発な需要、投資信託・

ＲＥＩＴ関連製品の今後の市況回復に伴う関連製品の売上増加や、精力的に取り組んでいるＷｅｂ・ＩＲ関連製品

を中心とした拡販活動の効果を織り込み、通期では期初予想どおりの売上高を見込んでいます。また、営業利益、

経常利益、当期純利益については、当第３四半期においてほぼ期初予想どおりの水準で推移しており、通期の連結

業績予想を据え置きます。 

なお、当社は東京都市計画事業環状第２号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業に伴う当社本社工場等の

用地収用に応じ、東京都との間で土地売買契約及び建物等物件移転補償契約を平成21年７月27日に締結していま

す。これに伴い、収受した土地売却代金及び建物等物件移転補償金の一部は、物件引渡しが来期に予定されている

ことから、当第３四半期末において収用に係る前受金として計上しており、通期の損益に与える影響はありませ

ん。 

  

該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理         

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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する方法

によっております。 

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。  

  

該当事項はありません。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



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 9,420,607 6,390,826

受取手形及び売掛金 2,051,057 1,737,440

有価証券 3,092,748 2,201,353

仕掛品 188,816 306,719

原材料及び貯蔵品 10,336 10,740

その他 501,164 661,179

貸倒引当金 △3,247 △2,261

流動資産合計 15,261,483 11,305,997

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 740,195 734,800

機械装置及び運搬具（純額） 284,960 348,473

土地 4,981,436 4,981,436

その他（純額） 941,859 317,851

有形固定資産合計 6,948,452 6,382,562

無形固定資産 1,286,159 1,060,152

投資その他の資産   

投資有価証券 5,646,937 3,886,739

その他 1,660,056 1,799,668

貸倒引当金 △39,007 △52,019

投資その他の資産合計 7,267,986 5,634,389

固定資産合計 15,502,598 13,077,104

資産合計 30,764,081 24,383,101



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 511,095 496,087

短期借入金 330,000 180,000

未払法人税等 456,567 392,266

賞与引当金 217,440 464,889

収用に係る前受金 3,458,217 －

その他 1,312,348 933,063

流動負債合計 6,285,668 2,466,308

固定負債   

長期借入金 1,500,000 －

退職給付引当金 762,780 686,815

役員退職慰労引当金 41,758 37,033

その他 358,710 369,051

固定負債合計 2,663,249 1,092,900

負債合計 8,948,917 3,559,208

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,058,650 3,058,650

資本剰余金 4,683,596 4,683,596

利益剰余金 16,699,895 15,988,403

自己株式 △2,918,059 △2,918,037

株主資本合計 21,524,083 20,812,612

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 205,982 △79,246

評価・換算差額等合計 205,982 △79,246

少数株主持分 85,098 90,527

純資産合計 21,815,164 20,823,893

負債純資産合計 30,764,081 24,383,101



（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 17,492,305 16,039,292

売上原価 9,985,908 9,354,500

売上総利益 7,506,397 6,684,792

販売費及び一般管理費 4,353,810 4,168,716

営業利益 3,152,587 2,516,075

営業外収益   

受取利息 17,221 14,195

受取配当金 23,526 23,316

その他 27,250 27,041

営業外収益合計 67,998 64,552

営業外費用   

支払利息 2,881 3,744

投資事業組合運用損 63,321 107,644

持分法による投資損失 25,138 －

その他 21,714 3,370

営業外費用合計 113,056 114,759

経常利益 3,107,529 2,465,869

特別利益   

投資有価証券売却益 134,536 115,346

貸倒引当金戻入額 － 2,570

特別利益合計 134,536 117,916

特別損失   

施設利用権評価損 29,730 1,500

投資有価証券評価損 227,781 10,604

投資有価証券売却損 － 82,925

特別損失合計 257,512 95,030

税金等調整前四半期純利益 2,984,553 2,488,755

法人税、住民税及び事業税 1,220,245 905,770

法人税等調整額 449,539 97,199

法人税等合計 1,669,784 1,002,969

少数株主利益又は少数株主損失（△） 32,139 △5,428

四半期純利益 1,282,628 1,491,214



（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 2,984,553 2,488,755

減価償却費 386,302 459,411

引当金の増減額（△は減少） △440,774 △178,784

持分法による投資損益（△は益） 25,138 －

投資有価証券評価損益（△は益） 227,781 10,604

受取利息及び受取配当金 △40,748 △37,511

支払利息 2,881 3,744

売上債権の増減額（△は増加） △223,297 △93,959

たな卸資産の増減額（△は増加） 59,448 118,307

仕入債務の増減額（△は減少） 104,270 9,762

その他 115,282 386,903

小計 3,200,838 3,167,234

利息及び配当金の受取額 38,808 29,111

利息の支払額 △2,708 △2,275

法人税等の支払額 △1,322,209 △844,427

収用補償金の受取額 － 3,458,217

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,914,729 5,807,861

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △198,364 △998,423

有価証券の売却による収入 1,500,000 212,856

有形固定資産の取得による支出 △2,543,010 △828,941

無形固定資産の取得による支出 △614,977 △446,400

投資有価証券の取得による支出 △5,732 △2,057,073

投資有価証券の売却による収入 209,829 599,165

投資事業組合への支出 △129,100 △50,000

敷金及び保証金の回収による収入 347,367 －

その他 △325,899 △535,859

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,759,886 △4,104,675

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 580,000 530,000

短期借入金の返済による支出 △380,000 △380,000

長期借入れによる収入 － 1,500,000

自己株式の取得による支出 △1,344,203 －

配当金の支払額 △785,285 △753,999

ストックオプションの行使による収入 1,228 －

その他 － △7,200

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,928,260 888,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,773,417 2,591,985

現金及び現金同等物の期首残高 10,155,890 7,772,431

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,382,472 10,364,416



 該当事項はありません。 

  

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）及び当第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） 

当社及び連結子会社の事業はディスクロージャー関連事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業でありま

す。従って、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。  

  

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）及び当第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） 

当社は、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ありませんので、該当事項はありませ

ん。  

  

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）及び当第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） 

海外売上高がありませんので、該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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