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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第42期

第２四半期連結
累計期間

第43期
第２四半期
累計期間

第42期
第２四半期連結
会計期間

第43期
第２四半期
会計期間

第42期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 841,224 711,244 394,184 330,9081,654,372

経常利益（千円） 112,458 90,919 58,774 15,993 256,393

四半期（当期）純利益（千円） 62,672 40,902 37,029 9,022 149,876

持分法を適用した場合の投資利

益（千円）
－ － － － －

資本金（千円） － － － 323,200 －

発行済株式総数（千株） － － － 2,143 －

純資産額（千円） － － 1,672,9031,778,1611,733,485

総資産額（千円） － － 2,449,0092,345,3042,418,700

１株当たり純資産額（円） － － 780.64 829.75 808.91

１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
29.25 19.09 17.28 4.21 69.94

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額

（円）

－ － － － －

１株当たり配当額（円） － 7.00 － 7.00 －

自己資本比率（％） － － 68.3 75.9 71.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
240,375 126,727 － － 412,734

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△19,819 △89,498 － － △78,643

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△77,950 △69,512 － － △177,500

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 577,719 559,420591,704

従業員数（人） － － 95 91 90

（注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　　　　２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

　　　　　　ません。　

　　　　３．第42期第２四半期累計（会計）期間及び第42期は連結財務諸表を作成しているため、持分法を適用した場合

　　　　　　の投資利益については記載しておりません。

　　　　４．第43期第２四半期累計（会計）期間は関連会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益については記

　　　　　　載しておりません。　

　　　　５．第42期まで連結財務諸表を作成しているため、第42期第２四半期累計（会計）期間及び第42期事業年度に代えて

第42期第２四半期連結累計（会計）期間及び第42期連結会計年度について記載しております。　
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２【事業の内容】

　当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　　

　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 91 (14)

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　前第２四半期会計期間は、四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っておりませ

ん。　

　

(1）生産実績

　当第２四半期会計期間における生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

カード製造事業（千円） 329,318

基幹業務統合ソフト製造事業（千円） －

合　　　計 329,318

（注）１．金額は、販売価格であります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2）受注状況

　当第２四半期会計期間における受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別 受注高（千円） 受注残高（千円）

カード製造事業 278,734 45,545

基幹業務統合ソフト製造事業 － －

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3）販売実績

　当第２四半期会計期間における販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

カード製造事業（千円） 330,908

基幹業務統合ソフト製造事業（千円） －

合計 330,908

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

　当第２四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

　　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

　

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

　前第２四半期会計期間は、四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っておりませ

ん。

　

(1) 業績の状況

　当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安の影響による景気悪化については下げ止まり

の傾向が見られるものの、企業業績の悪化や個人消費の低迷など依然として厳しい状況が続いております。

　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。しかしながら、印刷業界におきましてはＩＴ技術の

進展による印刷需要の減少や景気減速に伴う広告費の抑制などにより競争が激化し、受注単価の下落が続いてお

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２四半期会計期間の業績は、売上高が330,908千円となり、営業利益では 16,491千円、経常利

益では15,993千円、四半期純利益では9,022千円となっております。

　事業部門別の業績は、次のとおりであります。

①カード製造事業

　当第２四半期会計期間の売上高は330,908千円となりました。

②基幹業務統合ソフト製造事業

　当第２四半期会計期間の売上高はありません。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前四半期純利益が15,993

千円確保でき、当第２四半期会計期間末には559,420千円となりました。

　また、当第２四半期会計期間中における各キャッシュ・フロー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）

　当第２四半期会計期間において、営業活動による資金の増加は、83,057千円となりました。

これは主に、税引前四半期純利益が15,993千円確保でき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）

　当第２四半期会計期間において、投資活動による資金の減少は、9,509千円となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間において、財務活動による資金の減少は、27,057千円となりました。

これは主に、長期借入金の返済による支出があったためであります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4) 研究開発活動　

当第２四半期会計期間における当社の研究開発費は905千円であります。

なお、当第２四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、主に税引前四半期純利益が15,993千円確保できた

ことにより83,057千円の増加となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に有形固定資産の取得による支出があったため9,509千円の減少と

なりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローでは、主に長期借入金の返済による支出があったため27,057千円の減少と

なりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の第２四半期末残高は559,420千円となりました。

 

(6) 経営者の問題意識と今後の方針について

　当社の経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めております

が、企業業績の悪化や個人消費の低迷などにより経営環境は依然として厳しい状況が続いております。このよう

な状況下において当社は、原価管理体制を強化し、販売価格の競争力を高めることに努めることにより、安定した

収益基盤を確立することを最優先課題として取り組んでまいります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 6,572,000

計 6,572,000

　

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,143,000 2,143,000

大阪証券取引所

（ニッポン・ニュー・

マーケット－「ヘラク

レス」）

単元株式数

100株　

計 2,143,000 2,143,000 － －

　

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。　

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年７月１日～

平成21年９月30日
― 2,143 ― 323,200 ― 100,600
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（５）【大株主の状況】

　 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　元屋地　文明 　大阪市城東区 180 8.39

　山田　弘直 　大阪市城東区 150 6.99

　山田　美紀 　大阪市城東区 150 6.99

　堀江　貴文 　東京都港区 107 4.99

　竹田　和平 　名古屋市天白区 80 3.73

　大早　義文 　大阪府大東市 70 3.26

　株式会社伊予銀行 　愛媛県松山市南堀端町１番地　 70 3.26

　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 　東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 70 3.26

　カーディナル従業員持株会 　大阪市城東区新喜多２丁目６番14号 63 2.94

　元屋地　俊昭 　大阪市城東区 60 2.79

計 － 1,000 46.70
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　2,142,500 21,425 －

単元未満株式 普通株式　　      500 － 　　　　　－

発行済株式総数 2,143,000 － －

総株主の議決権 － 21,425 －

 

②【自己株式等】

 平成21年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

　

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 340 349 410 477 450 450

最低（円） 310 320 340 405 424 430

（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」におけるものであります。　

　

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について

(1）当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　

(2）当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　

(3）前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は四半期財務諸表を作成していないため、前第２四半期会計期間

（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９

月30日まで）に係る四半期損益計算書並びに前第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で）に係る四半期キャッシュ・フロー計算書に代えて、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期

連結損益計算書並びに前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期

連結キャッシュ・フロー計算書を記載しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累

計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財務諸表について、ネクサス監査法人による四

半期レビューを受けております。

　　　　　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21年９月30日まで）については、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成してお

りません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】
【当第２四半期会計期間末】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 564,420

受取手形及び売掛金 357,162

商品及び製品 246

仕掛品 34,350

原材料及び貯蔵品 60,519

繰延税金資産 18,720

その他 9,451

貸倒引当金 △3,829

流動資産合計 1,041,042

固定資産

有形固定資産

建物 1,035,115

減価償却累計額 △622,189

建物（純額） 412,926

機械及び装置 778,337

減価償却累計額 △580,693

機械及び装置（純額） 197,643

土地 292,208

その他 204,137

減価償却累計額 △175,318

その他（純額） 28,819

有形固定資産合計 931,598

無形固定資産

のれん 55,803

その他 6,703

無形固定資産合計 62,506

投資その他の資産

投資有価証券 241,323

繰延税金資産 41,135

その他 29,801

貸倒引当金 △2,103

投資その他の資産合計 310,157

固定資産合計 1,304,262

資産合計 2,345,304
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 151,053

短期借入金 20,000

1年内返済予定の長期借入金 85,878

未払法人税等 31,883

賞与引当金 17,000

その他 24,687

流動負債合計 330,502

固定負債

長期借入金 121,693

再評価に係る繰延税金負債 3,161

退職給付引当金 52,697

役員退職慰労引当金 59,088

固定負債合計 236,640

負債合計 567,142

純資産の部

株主資本

資本金 323,200

資本剰余金 100,600

利益剰余金 1,541,596

株主資本合計 1,965,396

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △13,706

土地再評価差額金 △173,528

評価・換算差額等合計 △187,234

純資産合計 1,778,161

負債純資産合計 2,345,304
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【前連結会計年度末】
（単位：千円）

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 591,704

受取手形及び売掛金 423,006

商品及び製品 30

仕掛品 37,523

原材料及び貯蔵品 61,411

繰延税金資産 18,430

その他 8,880

貸倒引当金 △3,835

流動資産合計 1,137,149

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,057,927

減価償却累計額 △623,160

建物及び構築物（純額） 434,766

機械装置及び運搬具 788,833

減価償却累計額 △573,464

機械装置及び運搬具（純額） 215,368

土地 292,208

その他 157,740

減価償却累計額 △137,628

その他（純額） 20,112

有形固定資産合計 962,456

無形固定資産

のれん 71,746

その他 7,765

無形固定資産合計 79,511

投資その他の資産

投資有価証券 171,500

長期貸付金 3,960

繰延税金資産 41,135

保険積立金 14,824

その他 9,491

貸倒引当金 △1,330

投資その他の資産合計 239,581

固定資産合計 1,281,550

資産合計 2,418,700
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（単位：千円）

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

支払手形及び買掛金 166,101

短期借入金 20,000

1年内返済予定の長期借入金 102,040

未払法人税等 82,827

賞与引当金 16,175

その他 31,917

流動負債合計 419,062

固定負債

長期借入金 160,031

再評価に係る繰延税金負債 3,161

退職給付引当金 47,119

役員退職慰労引当金 55,840

固定負債合計 266,152

負債合計 685,214

純資産の部

株主資本

資本金 323,200

資本剰余金 100,600

利益剰余金 1,496,512

株主資本合計 1,920,312

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △13,298

土地再評価差額金 △173,528

評価・換算差額等合計 △186,827

純資産合計 1,733,485

負債純資産合計 2,418,700
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（２）【四半期損益計算書】
【前第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 841,224

売上原価 547,910

売上総利益 293,314

販売費及び一般管理費 ※
 179,177

営業利益 114,137

営業外収益

受取利息 136

受取配当金 1,380

受取賃貸料 1,308

雑収入 810

営業外収益合計 3,635

営業外費用

支払利息 5,219

雑損失 95

営業外費用合計 5,314

経常利益 112,458

特別利益

貸倒引当金戻入額 315

固定資産売却益 214

特別利益合計 529

税金等調整前四半期純利益 112,987

法人税等 50,315

四半期純利益 62,672
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【当第２四半期累計期間】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 711,244

売上原価 448,478

売上総利益 262,765

販売費及び一般管理費 ※
 170,721

営業利益 92,044

営業外収益

受取利息 253

受取配当金 502

受取賃貸料 1,228

その他 398

営業外収益合計 2,383

営業外費用

支払利息 3,096

その他 410

営業外費用合計 3,507

経常利益 90,919

特別損失

抱合せ株式消滅差損 19,614

特別損失合計 19,614

税引前四半期純利益 71,305

法人税等 30,402

四半期純利益 40,902
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【前第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 394,184

売上原価 248,411

売上総利益 145,773

販売費及び一般管理費 ※
 86,178

営業利益 59,594

営業外収益

受取利息 78

受取配当金 822

受取賃貸料 659

雑収入 150

営業外収益合計 1,710

営業外費用

支払利息 2,524

雑損失 5

営業外費用合計 2,530

経常利益 58,774

特別利益

貸倒引当金戻入額 216

特別利益合計 216

税金等調整前四半期純利益 58,991

法人税等 21,961

四半期純利益 37,029
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【当第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 330,908

売上原価 229,687

売上総利益 101,221

販売費及び一般管理費 ※
 84,729

営業利益 16,491

営業外収益

受取利息 212

受取配当金 108

受取賃貸料 614

その他 188

営業外収益合計 1,123

営業外費用

支払利息 1,477

その他 143

営業外費用合計 1,621

経常利益 15,993

税引前四半期純利益 15,993

法人税等 6,971

四半期純利益 9,022
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
【前第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９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 112,987

減価償却費 51,239

のれん償却額 15,943

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,528

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,276

貸倒引当金の増減額（△は減少） △507

賞与引当金の増減額（△は減少） 505

受取利息及び受取配当金 △1,516

支払利息 5,219

有形固定資産売却損益（△は益） △214

売上債権の増減額（△は増加） 73,063

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,481

仕入債務の増減額（△は減少） △8,600

未払消費税等の増減額（△は減少） 28

その他 △28,730

小計 239,703

利息及び配当金の受取額 926

利息の支払額 △5,122

法人税等の還付額 4,868

営業活動によるキャッシュ・フロー 240,375

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 △12,191

有形固定資産の売却による収入 17,083

投資有価証券の取得による支出 △17,391

ソフトウエアの取得による支出 △6,460

貸付金の回収による収入 2,640

保険積立金の積立による支出 △3,501

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △62,828

配当金の支払額 △15,122

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,950

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 142,606

現金及び現金同等物の期首残高 435,113

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 577,719
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【当第２四半期累計期間】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 71,305

減価償却費 47,234

のれん償却額 15,943

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 19,614

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,577

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,248

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44

賞与引当金の増減額（△は減少） 825

受取利息及び受取配当金 △755

支払利息 3,096

売上債権の増減額（△は増加） 65,321

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,848

仕入債務の増減額（△は減少） △14,537

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,430

その他 △8,133

小計 208,201

利息及び配当金の受取額 724

利息の支払額 △3,023

法人税等の支払額 △79,175

営業活動によるキャッシュ・フロー 126,727

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 △5,000

有形固定資産の取得による支出 △15,824

投資有価証券の取得による支出 △70,580

投資有価証券の売却による収入 380

貸付けによる支出 △7,800

貸付金の回収による収入 12,690

保険積立金の積立による支出 △3,707

保険積立金の解約による収入 343

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △54,500

配当金の支払額 △15,012

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △32,284

現金及び現金同等物の期首残高 487,785

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 103,918

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 559,420
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　該当事項はありません。  

　

　　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

　税金費用の計算 　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。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

　

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び前連結会計年度末（平成21年３月31日）

　該当事項はありません。
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（四半期損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

　
　
　

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　　次のとおりであります。 　

役員報酬 26,533千円

給与手当 49,482千円

のれん償却額 15,943千円

賞与引当金繰入額 6,430千円

退職給付引当金繰入額 920千円

役員退職慰労引当金繰入額  3,276千円

　

　

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

　
　
　

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　　次のとおりであります。 　

役員報酬 27,225千円

給与手当 42,898千円

のれん償却額 15,943千円

賞与引当金繰入額 4,777千円

退職給付引当金繰入額 1,347千円

役員退職慰労引当金繰入額  3,248千円

貸倒引当金繰入額  44千円

　

　

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　
　
　

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　　次のとおりであります。 　

役員報酬 13,293千円

給与手当 24,016千円

のれん償却額 7,971千円

賞与引当金繰入額 5,739千円

退職給付引当金繰入額 235千円

役員退職慰労引当金繰入額  1,651千円

　

　

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　
　
　

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　　次のとおりであります。 　

役員報酬 13,620千円

給与手当 21,427千円

のれん償却額 7,971千円

賞与引当金繰入額 4,102千円

退職給付引当金繰入額 589千円

役員退職慰労引当金繰入額  1,619千円

貸倒引当金繰入額  46千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

　
　
　

　※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

　　借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　（平成20年９月30日現在）

　　

 （千円）

現金及び預金勘定 577,719

現金及び現金同等物 577,719

 

　
　

　

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

　
　
　

　※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

　　照表に掲記されている科目の金額との関係

　（平成21年９月30日現在）

　

 （千円）

現金及び預金勘定 564,420

預入期間が３か月を超える定期預金 △5,000

現金及び現金同等物 559,420

　

　
　

　

　

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,143千株

 

２．配当に関する事項

　（１）配当金支払額　

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月25日

定時株主総会
普通株式 15,001 7 平成21年３月31日平成21年６月26日　利益剰余金

　

　　　　　　（２）基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後

　　　　　　　　となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年10月29日

取締役会
普通株式 15,001 7 平成21年９月30日平成21年12月４日　利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　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カード事業の割合

がいずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

 

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

  海外売上高がないため該当事項はありません。　

 

　 

（有価証券関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）

　該当事項はありません。 

 

　

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）

　該当事項はありません。

 

　

（持分法損益等）

当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）及び当第２四半期会計期間（自　平成21

年７月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項はありません。　

　

　

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項はありません。　

　

　

（企業結合等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

　
　
　

１株当たり純資産額 829.75円 　

　

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

　
　
　

１株当たり純資産額 808.91円 　

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

　
　
　

１株当たり四半期純利益金額 29.25円 　

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

　
　
　

四半期純利益（千円） 62,672 　

普通株主に帰属しない金額（千円） － 　

普通株式に係る四半期純利益（千円） 62,672 　

期中平均株式数（千株） 2,143 　

 

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

　
　
　

１株当たり四半期純利益金額  19.09円 　

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

　
　
　

四半期純利益（千円） 40,902 　

普通株主に帰属しない金額（千円） － 　

普通株式に係る四半期純利益（千円） 40,902 　

期中平均株式数（千株） 2,143 　
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　
　
　

１株当たり四半期純利益金額 17.28円 　

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　
　
　

四半期純利益（千円） 37,029 　

普通株主に帰属しない金額（千円） － 　

普通株式に係る四半期純利益（千円） 37,029 　

期中平均株式数（千株） 2,143 　

 

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　
　
　

１株当たり四半期純利益金額 4.21円 　

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　
　
　

四半期純利益（千円） 9,022 　

普通株主に帰属しない金額（千円） － 　

普通株式に係る四半期純利益（千円） 9,022 　

期中平均株式数（千株） 2,143 　

　

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

　     

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

 

　

２【その他】

　平成21年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

 　　 （イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・15,001千円

　　　（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・７円00銭

　　  （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成21年12月４日

　　  （注）平成21年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２０年１１月１１日

カーディナル株式会社

取締役会　御中

ネクサス監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 藤井　栄喜　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 髙谷　和光　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているカーディナル株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、カーディナル株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しています。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

カーディナル株式会社(E00732)

四半期報告書

29/30



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２１年１１月１０日

カーディナル株式会社

取締役会　御中

ネクサス監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 藤井　栄喜　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 髙谷　和光　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているカーディナル株式会

社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第43期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、カーディナル株式会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する

第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しています。　

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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