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

23年3月期第3四半期 15,653 △2.4 1,794 △28.7 1,795 △27.2 893 △40.1

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

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3四半期 25.21 ―

22年3月期第3四半期 42.07 ―

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3四半期 27,967 21,731 77.3 609.70
22年3月期 30,193 21,666 71.4 608.58

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  21,609百万円 22年3月期  21,569百万円

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  

（注）23年3月期第2四半期末配当金12円00銭は、普通配当10円00銭と創業80周年記念配当2円00銭の合計額です。 

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
23年3月期 ― 12.00 ―

23年3月期 
（予想）

10.00 22.00

      配当金の内訳 記念配当 2円00銭

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 19,500 △0.9 1,600 △27.2 1,600 △22.0 800 △44.5 22.57
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(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 

（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 
1. 平成22年10月29日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
2. 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。 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］ P. 4 「2. その他の情報」 をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  39,327,700株 22年3月期  39,327,700株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  3,885,917株 22年3月期  3,885,821株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  35,441,834株 22年3月期3Q  35,441,918株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

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、中国を中心とした新興国の経済成

長や各国の景気対策等を背景に、一部業種での需要回復、企業業績の回復等が見られました。しかしながら雇用

情勢の厳しさは変わらず、家電・自動車等の景気刺激策の終了に伴う需要の反動減等もあって、個人消費の低迷

が続いています。一方、円高は一時の急速な上昇は見られなくなったものの依然として80円台前半の高い水準に

あり、当社事業との関連性が高い国内証券市場は、昨年秋以降日経平均株価が１万円台を回復したものの、予断

を許さない状況が続いています。 

②  業績の概況 

当第３四半期は、国内上場会社数の減少に加えて、顧客の低価格志向や価格競争の激化等を背景に、株主総会

招集通知、有価証券報告書、株主通信等の定期製品の売上が減少しました。また、投資信託目論見書の簡素化に

伴い投資信託関連製品の売上が減少しました。これに対して、株主総会ビジュアルツールや開示書類作成システ

ム関連サービス「ＷＯＲＫＳ－ｉ」の拡販、新たなＩＲ関連サービスの導入、また投資信託関連製品のシェアア

ップ等に努めましたが、売上高は 百万円（前年同期比 百万円減、同 ％減）となりました。 

こうした厳しい環境を克服すべく、当社は様々な工程の生産性向上や調達コストの引き下げ等全社的なコス

ト・経費削減施策を継続実施していますが、東京都による用地収用に伴う新工場の建設及びシステムサービス強

化等の設備投資による減価償却費、運営費用等のコスト増加と、上場会社数の減少や価格低下による粗利益の減

少を補うには至らず、営業利益は 百万円（前年同期比 百万円減、同 ％減）となりました。営業外収

益 百万円と営業外費用 百万円を加減し、経常利益は 百万円（前年同期比 百万円減、同 ％減）

となりました。 

また、当社は第２四半期において厚生年金基金脱退に伴う特別掛金 百万円、工場移転等に伴う固定資産

の減損損失及び工場再編に係る費用 百万円等を特別損失に計上し四半期純損失となりましたが、昨年11月

に東京都による用地収用に応じて対象用地を引渡したことから、当第３四半期において土地売却益及び移転補償

差益 百万円を収用補償金として特別利益に計上しました。これらの要因により、当第３四半期の四半期純

利益は 百万円（前年同期比 百万円減、同 ％減）となりました。 

各製品別の販売動向は以下のとおりです。 

＜会社法関連＞ 

国内上場会社数の減少と顧客の低価格志向や競争激化の影響を受け、株主総会招集通知の受注が集中する第

２四半期において売上が減少しましたが、10－12月期についても同様の傾向が続き、会社法関連の売上高は

百万円（前年同期比 百万円減、同 ％減）となりました。 

＜金融商品取引法関連＞ 

国内上場会社数の減少及び低価格化等による有価証券報告書や四半期報告書の売上減少に対し、企業の開示

書類作成実務を一層効率化させるオプションサービス「ＷＯＲＫＳ－ｉ」の拡販などに取り組みましたが、決

算関連製品の売上は減少しました。また、ＩＰＯ件数の大幅な減少が続くものの大型ＩＰＯ案件の目論見書等

を受注したことから、ＩＰＯ・ファイナンス関連の売上が前年同期を上回りました。一方、投資信託分野にお

いては目論見書の簡素化による減収影響が当第３四半期において拡大しました。当社は受注先の拡大や販売用

資料、Ｗｅｂサービス等の拡販に取り組んでいますが、投資信託関連製品の売上高は減少しました。これらの

結果、金融商品取引法関連の売上高は 百万円（前年同期比 百万円減、同 ％減）となりました。 

＜ＩＲ等＞ 

国内上場会社数の減少及び低価格化等の要因により、株主向け報告書（株主通信等）の売上が減少しました

が、株主総会ビジュアルツールや英文資料等様々なＩＲツール、ＨＰ制作を始めとした様々なＷｅｂサービス

や顧客サポートサービスの拡販で挽回を図りました。この結果、ＩＲ等の売上高は、 百万円（前年同期

比 百万円減、同 ％減）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

15,653 385 2.4

1,794 721 28.7

113 112 1,795 669 27.2

2,251

1,153

3,629

893 597 40.1

3,754 205 5.2

7,631 93 1.2

4,267

86 2.0



（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、従来３製品区分に分散していた公告・広告関連製品を「ＩＲ等」に一本化して集計

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  第３四半期の季節性 

当社グループの売上の約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、例年、下表のとおり第１四半期

（４－６月期）の売上が年度全体の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22年３月期 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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 百万円減少し 百万円となりました。

主な要因は、国債の償還等による有価証券及び投資有価証券の減少 百万円等です。なお、第２四半期におい

て、前連結会計年度末において埼玉県戸田市に建設中であった新工場が完成し、建設仮勘定（有形固定資産「その

他」）より本勘定に振替えております。 

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 百万円減少し 百万円となりました。主

な要因は、昨年11月に東京都の用地収用に応じた土地の引渡しが完了したことに伴う収用に係る前受金の減少

百万円及び繰延税金負債（固定負債「その他」）の増加 百万円等です。 

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 百万円の計上と剰余金の配当 百万円等です。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21年４月１日 
至  平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自  平成22年４月１日 
至  平成22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  3,959,892 24.7 3,754,666 24.0  △205,225 △5.2

金融商品取引法関連  7,725,770 48.2 7,631,972 48.7  △93,798 △1.2

ＩＲ等  4,353,629 27.1 4,267,307 27.3  △86,321 △2.0

合計  16,039,292 100.0 15,653,946 100.0  △385,345 △2.4

    
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）  8,458  3,308  4,271  3,646  19,685

  構成比         （％）  43.0  16.8  21.7  18.5  100.0

2,226 27,967

1,460

2,291 6,235

3,458 1,180

64 21,731

893 815 77.3



＜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

円減少し、 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、税金等調整前四半期純利益 百万円に対し、非資金損益項目等の調整を加減した営業取引による収入

百万円、収用補償金の受取額 百万円等であり、支出の主な内訳は、厚生年金基金脱退拠出金の支払額

百万円、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。収入の主な内訳

は、有価証券の売却による収入 百万円、投資有価証券の売却による収入 百万円等であり、支出の主な

内訳は、有形固定資産の取得による支出 百万円、無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） 

財務活動の結果使用した資金は 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、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。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年10月29日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

（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 

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①  資産除去債務に関する会計基準の適用 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は 千円、税金等調整前四半期純利益は

千円減少しております。 

②  企業結合に関する会計基準等の適用 

当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号  平成20年12月26

日）、「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）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号  平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号  平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号  平成20年

12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号  平成20年12月26日）を適用しております。 
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,844,065 8,625,498

受取手形及び売掛金 1,816,876 1,701,190

有価証券 3,340,501 3,443,165

仕掛品 209,823 299,697

原材料及び貯蔵品 9,126 7,895

その他 1,319,411 477,572

貸倒引当金 △9,226 △8,866

流動資産合計 14,530,578 14,546,153

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,027,370 720,629

機械装置及び運搬具（純額） 816,889 261,626

土地 3,887,672 4,981,436

その他（純額） 238,792 1,541,468

有形固定資産合計 6,970,725 7,505,162

無形固定資産 1,205,884 1,280,709

投資その他の資産   

投資有価証券 3,827,367 5,185,245

その他 1,464,176 1,706,963

貸倒引当金 △31,681 △30,687

投資その他の資産合計 5,259,863 6,861,522

固定資産合計 13,436,472 15,647,393

資産合計 27,967,051 30,193,547



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 456,959 510,406

短期借入金 705,000 130,000

未払法人税等 40,891 265,264

賞与引当金 224,483 433,374

収用に係る前受金 － 3,458,217

その他 1,307,384 1,050,007

流動負債合計 2,734,719 5,847,269

固定負債   

長期借入金 1,125,000 1,500,000

退職給付引当金 830,107 788,389

役員退職慰労引当金 34,783 43,333

その他 1,510,994 348,052

固定負債合計 3,500,885 2,679,775

負債合計 6,235,604 8,527,044

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 16,726,807 16,650,069

自己株式 △2,918,101 △2,918,059

株主資本合計 21,550,952 21,474,256

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58,055 95,101

評価・換算差額等合計 58,055 95,101

少数株主持分 122,438 97,143

純資産合計 21,731,447 21,666,502

負債純資産合計 27,967,051 30,193,547



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 16,039,292 15,653,946

売上原価 9,354,500 9,656,385

売上総利益 6,684,792 5,997,561

販売費及び一般管理費 4,168,716 4,203,063

営業利益 2,516,075 1,794,497

営業外収益   

受取利息 14,195 22,822

受取配当金 23,316 14,806

受取保険金 － 53,106

その他 27,041 23,092

営業外収益合計 64,552 113,828

営業外費用   

支払利息 3,744 23,328

投資事業組合運用損 107,644 81,876

その他 3,370 7,229

営業外費用合計 114,759 112,435

経常利益 2,465,869 1,795,890

特別利益   

投資有価証券売却益 115,346 16,344

貸倒引当金戻入額 2,570 －

固定資産売却益 － 16,898

収用補償金 － 3,629,524

特別利益合計 117,916 3,662,766

特別損失   

施設利用権評価損 1,500 －

投資有価証券評価損 10,604 131,783

投資有価証券売却損 82,925 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 36,106

厚生年金基金脱退拠出金 － 2,251,608

減損損失 － 963,599

工場再編費用 － 190,144

特別損失合計 95,030 3,573,241

税金等調整前四半期純利益 2,488,755 1,885,415

法人税、住民税及び事業税 905,770 74,356

法人税等調整額 97,199 892,250

法人税等合計 1,002,969 966,607

少数株主損益調整前四半期純利益 － 918,807

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,428 25,295

四半期純利益 1,491,214 893,512



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 2,488,755 1,885,415

減価償却費 459,411 758,399

減損損失 － 963,599

引当金の増減額（△は減少） △178,784 △174,368

投資有価証券評価損益（△は益） 10,604 131,783

受取利息及び受取配当金 △37,511 △37,628

支払利息 3,744 23,328

厚生年金基金脱退拠出金 － 2,251,608

収用補償金 － △3,629,524

売上債権の増減額（△は増加） △93,959 77,268

たな卸資産の増減額（△は増加） 118,307 88,642

仕入債務の増減額（△は減少） 9,762 △63,382

その他 386,903 221,061

小計 3,167,234 2,496,203

利息及び配当金の受取額 29,111 31,782

利息の支払額 △2,275 △30,226

法人税等の支払額 △844,427 △625,626

収用補償金の受取額 3,458,217 443,513

厚生年金基金脱退拠出金の支払額 － △2,251,608

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,807,861 64,037

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 △998,423 △21,054

有価証券の売却による収入 212,856 1,200,000

有形固定資産の取得による支出 △828,941 △1,273,148

無形固定資産の取得による支出 △446,400 △340,606

投資有価証券の取得による支出 △2,057,073 △3,425

投資有価証券の売却による収入 599,165 117,783

投資事業組合への支出 △50,000 △68,500

その他 △535,859 303,645

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,104,675 △85,305

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 530,000 330,000

短期借入金の返済による支出 △380,000 △130,000

長期借入れによる収入 1,500,000 －

配当金の支払額 △753,999 △785,030

その他 △7,200 △17,386

財務活動によるキャッシュ・フロー 888,799 △602,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,591,985 △623,686

現金及び現金同等物の期首残高 7,772,431 10,369,313

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △6,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,364,416 9,739,542



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）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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