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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３四半期連結
累計期間

第43期
第３四半期
累計期間

第42期
第３四半期連結
会計期間

第43期
第３四半期
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
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 1,198,1401,041,305356,915 330,0601,654,372

経常利益（千円） 163,989 129,253 51,301 38,333 256,393

四半期（当期）純利益（千円） 97,296 62,895 34,624 21,992 149,876

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） － － 1,678,0571,795,5461,733,485

総資産額（千円） － － 2,408,5362,316,6872,418,700

１株当たり純資産額（円） － － 783.04 837.87 808.91

１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
45.40 29.35 16.16 10.26 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 － － －

自己資本比率（％） － － 69.7 77.5 71.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
278,313 119,664 － － 412,734

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△8,343 △160,154 － － △78,643

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△118,274△106,449 － － △177,500

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 586,809 444,763591,704

従業員数（人） － － 92 88 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３四半期累計（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３四半期累計（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３四半期累計（会計）期間及び第42期事業年度に代えて

第42期第３四半期連結累計（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３四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３四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12月31日現在

従業員数（人） 88 (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３四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３四半期会計期間は、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３四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３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

カード製造事業（千円） 328,963

基幹業務統合ソフト製造事業（千円） －

合　　　計 328,963

（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３四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 361,156 76,641

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３四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３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

カード製造事業（千円） 330,060

基幹業務統合ソフト製造事業（千円） －

合計 330,060

（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３四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３四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３四半期会計期間は、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３四半期会計期間におけるわが国経済は、経済対策の効果や在庫調整の一巡等により、景気指標の一部に

持ち直しの兆しが見え始めたものの、企業収益の低迷、設備投資の抑制、雇用環境の悪化等に加え、円高とデフ

レの進行により、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３四半期会計期間の業績は、売上高が330,060千円となり、営業利益では 37,268千円、経常利

益では38,333千円、四半期純利益では21,992千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３四半期会計期間の売上高は330,060千円となりました。

②基幹業務統合ソフト製造事業

　当第３四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３四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38,333

千円確保でき、当第３四半期会計期間末には444,763千円となりました。

　また、当第３四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３四半期会計期間において、営業活動による資金の減少は、7,063千円となりました。

これは主に、法人税等の支払による支出があったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間において、投資活動による資金の減少は、70,655千円となりました。

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３四半期会計期間において、財務活動による資金の減少は、36,937千円となりました。

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３四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３四半期会計期間における当社の研究開発費は872千円であります。

なお、当第３四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、主に法人税等の支払による支出があったため

7,063千円の減少となりました。

　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70,655千円の減少

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36,937千円の減少と

なりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の第３四半期末残高は444,763千円となりました。

 

(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３四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３四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であっ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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２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10月１日～

平成21年12月31日
― 2,143 ― 323,200 ― 100,600

　

　

　

（５）【大株主の状況】

　　　　　　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

　　　　　せん。　　　　　　　
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。　

①【発行済株式】

 平成21年12月31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12月31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 10月 11月 12月

最高（円） 340 349 410 477 450 450 445 432 420

最低（円） 310 320 340 405 424 430 420 362 375

（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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は四半期財務諸表を作成していないため、前第３四半期会計期間

（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12

月31日まで）に係る四半期損益計算書並びに前第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期

連結損益計算書並びに前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累

計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21年12月31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３四半期会計期間末】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 452,763

受取手形及び売掛金 ※
 371,188

商品及び製品 214

仕掛品 49,150

原材料及び貯蔵品 64,012

繰延税金資産 18,720

その他 15,329

貸倒引当金 △3,971

流動資産合計 967,407

固定資産

有形固定資産

建物 1,035,115

減価償却累計額 △628,634

建物（純額） 406,481

機械及び装置 845,962

減価償却累計額 △596,474

機械及び装置（純額） 249,488

土地 292,208

その他 204,137

減価償却累計額 △178,285

その他（純額） 25,852

有形固定資産合計 974,030

無形固定資産

のれん 47,831

その他 6,215

無形固定資産合計 54,046

投資その他の資産

投資有価証券 251,817

繰延税金資産 41,135

その他 33,962

貸倒引当金 △5,712

投資その他の資産合計 321,202

固定資産合計 1,349,279

資産合計 2,316,687
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 160,186

短期借入金 20,000

1年内返済予定の長期借入金 76,302

賞与引当金 5,500

その他 30,929

流動負債合計 292,917

固定負債

長期借入金 109,527

再評価に係る繰延税金負債 3,161

退職給付引当金 54,821

役員退職慰労引当金 60,713

固定負債合計 228,222

負債合計 521,140

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 1,548,588

株主資本合計 1,972,388

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,312

土地再評価差額金 △173,528

評価・換算差額等合計 △176,841

純資産合計 1,795,546

負債純資産合計 2,316,687
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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)

売上高 1,198,140

売上原価 768,668

売上総利益 429,472

販売費及び一般管理費 ※
 265,551

営業利益 163,921

営業外収益

受取利息 197

受取配当金 1,834

受取賃貸料 1,968

雑収入 4,539

営業外収益合計 8,540

営業外費用

支払利息 7,505

雑損失 966

営業外費用合計 8,472

経常利益 163,989

特別利益

貸倒引当金戻入額 86

投資有価証券売却益 7,474

固定資産売却益 214

特別利益合計 7,775

特別損失

固定資産除却損 527

特別損失合計 527

税金等調整前四半期純利益 171,236

法人税等 73,940

四半期純利益 97,296
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【当第３四半期累計期間】
（単位：千円）

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

売上高 1,041,305

売上原価 656,026

売上総利益 385,279

販売費及び一般管理費 ※
 255,966

営業利益 129,312

営業外収益

受取利息 1,180

受取配当金 857

受取賃貸料 1,843

その他 886

営業外収益合計 4,767

営業外費用

支払利息 4,416

その他 410

営業外費用合計 4,827

経常利益 129,253

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 109,638

法人税等 46,743

四半期純利益 62,895
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【前第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 356,915

売上原価 220,757

売上総利益 136,157

販売費及び一般管理費 ※
 86,603

営業利益 49,554

営業外収益

受取利息 61

受取配当金 454

受取賃貸料 659

雑収入 3,729

営業外収益合計 4,904

営業外費用

支払利息 2,286

雑損失 871

営業外費用合計 3,157

経常利益 51,301

特別利益

投資有価証券売却益 7,474

特別利益合計 7,474

特別損失

固定資産除却損 527

特別損失合計 527

税金等調整前四半期純利益 58,248

法人税等 23,624

四半期純利益 34,624
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【当第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 330,060

売上原価 207,547

売上総利益 122,513

販売費及び一般管理費 ※
 85,245

営業利益 37,268

営業外収益

受取利息 927

受取配当金 354

受取賃貸料 614

その他 487

営業外収益合計 2,384

営業外費用

支払利息 1,319

営業外費用合計 1,319

経常利益 38,333

税引前四半期純利益 38,333

法人税等 16,340

四半期純利益 21,992
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
【前第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)

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 171,236

減価償却費 76,426

のれん償却額 23,915

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,072

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,914

貸倒引当金の増減額（△は減少） 455

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,067

受取利息及び受取配当金 △2,032

支払利息 7,505

固定資産除却損 527

有形固定資産売却損益（△は益） △214

投資有価証券売却損益（△は益） △7,474

売上債権の増減額（△は増加） 85,015

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,384

仕入債務の増減額（△は減少） △24,799

未払消費税等の増減額（△は減少） △419

その他 △13,284

小計 312,393

利息及び配当金の受取額 1,410

利息の支払額 △6,865

法人税等の支払額 △28,624

営業活動によるキャッシュ・フロー 278,313

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 △12,611

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 △17,691

投資有価証券の売却による収入 17,626

ソフトウエアの取得による支出 △6,460

貸付けによる支出 △5,000

貸付金の回収による収入 3,960

保険積立金の積立による支出 △5,252

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,343

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 △87,881

配当金の支払額 △30,393

財務活動によるキャッシュ・フロー △118,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 151,695

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 ※
 586,809
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【当第３四半期累計期間】
（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 109,638

減価償却費 72,915

のれん償却額 23,915

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） 7,702

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,872

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,795

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,675

受取利息及び受取配当金 △2,038

支払利息 4,416

売上債権の増減額（△は増加） 47,589

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,412

仕入債務の増減額（△は減少） △5,015

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,783

その他 6,378

小計 258,912

利息及び配当金の受取額 1,979

利息の支払額 △3,996

法人税等の支払額 △137,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 119,664

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 △8,000

有形固定資産の取得による支出 △83,621

投資有価証券の取得による支出 △70,880

投資有価証券の売却による収入 608

貸付けによる支出 △7,800

貸付金の回収による収入 14,760

保険積立金の積立による支出 △5,564

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 △160,154

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 △76,242

配当金の支払額 △30,207

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △146,940

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 ※
 444,763
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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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

　税金費用の計算 　税金費用については、当第３四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３四半期会計期間末
（平成21年12月31日）

　

※　四半期末日満期手形

　　　四半期末日満期手形の会計処理については、手形交

    換日をもって決済処理しております。

　　　なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日

　　であったため、次の四半期末日満期手形が第３四半期

　　会計期間末残高に含まれております。

　　　受取手形　　　　　　　　　　　　　23,951千円

　

　

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

　

　　 　　　　　　　 ────── 　
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（四半期損益計算書関係）

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）

　

　※　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 39,817千円

給与手当 72,983千円

のれん償却額 23,915千円

賞与引当金繰入額 3,458千円

貸倒引当金繰入額　 733千円

退職給付引当金繰入額 1,273千円

役員退職慰労引当金繰入額  4,914千円

　

　

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31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 40,835千円

給与手当 64,197千円

のれん償却額 23,915千円

賞与引当金繰入額 1,716千円

退職給付引当金繰入額 1,869千円

役員退職慰労引当金繰入額  4,872千円

貸倒引当金繰入額  3,795千円

　

　

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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 13,284千円

給与手当 23,500千円

のれん償却額 7,971千円

貸倒引当金繰入額 963千円

退職給付引当金繰入額 353千円

役員退職慰労引当金繰入額  1,638千円

　

　

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31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 13,610千円

給与手当 21,298千円

のれん償却額 7,971千円

退職給付引当金繰入額 522千円

役員退職慰労引当金繰入額  1,624千円

貸倒引当金繰入額  3,751千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

　

　※　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12月31日現在）

　　

 （千円）

現金及び預金勘定 586,809

現金及び現金同等物 586,809

 

　

　

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31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12月31日現在）

　

 （千円）

現金及び預金勘定 452,763

預入期間が３か月を超える定期預金 △8,000

現金及び現金同等物 444,763

　

　

　

　

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

12月31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

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

　

EDINET提出書類

カーディナル株式会社(E00732)

四半期報告書

23/29



（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び前第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）

　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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び前第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）

　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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び前第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）

  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３四半期会計期間末（平成21年12月31日）

　該当事項はありません。 

 

　

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）

　該当事項はありません。

 

　

（持分法損益等）

当第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）及び当第３四半期会計期間（自　平成21

年10月１日　至　平成21年12月31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３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　該当事項はありません。　

　

　

（企業結合等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成21年10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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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成21年12月31日）

　

１株当たり純資産額 837.87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）

　

１株当たり四半期純利益金額 45.40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）

　

四半期純利益（千円） 97,296 　

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） 97,296 　

期中平均株式数（千株） 2,143 　

 

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

　

１株当たり四半期純利益金額  29.35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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

　

四半期純利益（千円） 62,895 　

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） 62,895 　

期中平均株式数（千株） 2,143 　
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　

１株当たり四半期純利益金額 16.16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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　

四半期純利益（千円） 34,624 　

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） 34,624 　

期中平均株式数（千株） 2,143 　

 

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

　

１株当たり四半期純利益金額 10.26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３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

　

四半期純利益（千円） 21,992 　

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） 21,992 　

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、支払いを行いました。　
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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21年２月６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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成

20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月５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３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する

第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四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。

　

EDINET提出書類

カーディナル株式会社(E00732)

四半期報告書

29/29


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	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

	第３設備の状況
	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）ライツプランの内容
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	当第３四半期会計期間末
	前連結会計年度末

	（２）四半期損益計算書
	前第３四半期連結累計期間
	当第３四半期累計期間
	前第３四半期連結会計期間
	当第３四半期会計期間

	（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
	前第３四半期連結累計期間
	当第３四半期累計期間
	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
	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
	注記事項
	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


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

