
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

     

 

       

 

       

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年５月期第２四半期の連結業績（平成24年６月１日～平成24年11月30日）
（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 ％

25年５月期第２四半期 6,797 △0.8 910 4.2 937 2.4 553 10.0
24年５月期第２四半期 6,854 △4.8 873 △29.8 914 △24.5 503 △24.1

(注) 包括利益 25年５月期第２四半期 605百万円( 23.1％) 24年５月期第２四半期 492百万円(△20.2％)

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

25年５月期第２四半期 47.46 ―
24年５月期第２四半期 43.14 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年５月期第２四半期 14,580 12,193 83.3
24年５月期 14,109 11,727 82.8

(参考) 自己資本 25年５月期第２四半期 12,141百万円 24年５月期 11,687百万円

２．配当の状況

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

24年５月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00

25年５月期 ― 10.00

25年５月期(予想) ― 10.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年５月期の連結業績予想（平成24年６月１日～平成25年５月31日）

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 11,200 0.8 600 3.8 590 △8.1 290 16.2 24.86

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）「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」第10条の５に該当するものであります。詳細
は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変 
更・修正再表示」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年５月期２Ｑ 12,936,793株 24年５月期 12,936,793株

② 期末自己株式数 25年５月期２Ｑ 1,273,473株 24年５月期 1,273,370株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年５月期２Ｑ 11,663,356株 24年５月期２Ｑ 11,663,626株

※ 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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期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
・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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件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、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
・当社は、平成25年１月11日に機関投資家及びアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定です。その模様
及び説明内容（音声）については、当日使用する決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載
する予定です。
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界景気の減速等を背景として、回復の動きに足

踏みがみられ、弱い動きとなっています。また、欧州債務危機の影響に加え、わが国におけるデフレの

長期化や長引く円高の影響などにより景気の先行きは依然として不透明な状況であります。 

 こうした状況のもと、ディスクロージャー関連事業に関係が深い株式市場は、日経平均株価が依然と

して低水準で推移しており、また、欧州や中国等、対外経済環境を巡る不確実性は高く、引き続き厳し

い状況が続いております。 

このような状況を踏まえ、当社グループはこれまで培ってきたディスクロージャービジネスの強みを

活かし、ＩＲ関連やアジアへの展開など、新たなビジネスモデルを模索し構築を進めてまいりました。

  

当第２四半期連結累計期間の業績の概況については、次のとおりです。 

①売上高 

当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比56百万円(0.8％)減少し、6,797百万円となり

ました。 

 これを製品区分別に説明いたしますと、次のとおりであります。 

・ 金融商品取引法関連製品につきましては、開示書類作成支援ツールX-Smart.Basicの導入顧客数

が増加したものの、上場会社数の減少、競争激化の影響で四半期報告書や有価証券報告書の売上が

減少したことにより、前年同四半期比225百万円(7.8％)減少し、2,668百万円となりました。 

・ 会社法関連製品につきましては、株主総会招集通知の早期発送により、売上が前期に前倒しにな

ったため、前年同四半期比132百万円(9.9％)減少し、1,208百万円となりました。 

・ ＩＲ関連製品につきましては、ＣＳＲ報告書やアニュアル・レポートの受注が増加したことによ

り、前年同四半期比175百万円(8.1％)増加し、2,331百万円となりました。 

・ その他製品につきましては、主に株主優待用の印刷物や原稿作成コンサルティングの受注が増加

したことなどにより、前年同四半期比125百万円(27.0％)増加し、588百万円となりました。 

②営業利益 

売上高は前年同四半期比56百万円(0.8％)減少したものの、販管費の削減等により、営業利益は前

年同四半期比36百万円(4.2％)増加し、910百万円となりました。 

③経常利益 

営業外損益は、前年同四半期比14百万円減少し26百万円のプラスとなりましたが、経常利益は前年

同四半期比22百万円(2.4％)増加し、937百万円となりました。 

④四半期純利益 

税金等調整前四半期純利益は、投資有価証券評価損が34百万円減少したことなどにより、前年同四

半期比61百万円(7.0％)増加し、933百万円となりました。 

四半期純利益は、税制改正による法人税率引き下げなどにより、前年同四半期比50百万円(10.0％)

増加し、553百万円となりました。 

  

 なお、当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があ

り、第１四半期の売上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。 

  
 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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①財政状態の変動状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて490百万円(6.7％)増加し、7,847百万円となりました。こ

れは、現金及び預金が1,196百万円増加し、仕掛品が518百万円減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて19百万円(0.3％)減少し、6,732百万円となりました。これ

は、ソフトウエアが114百万円減少し、投資有価証券が48百万円増加したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて470百万円(3.3％)増加し、14,580百万円となりま

した。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて20百万円(1.0％)増加し、2,030百万円となりました。これ

は、買掛金が262百万円減少し、未払法人税等が241百万円増加したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて15百万円(4.1％)減少し、356百万円となりました。これ

は、リース債務が93百万円減少し、退職給付引当金が74百万円増加したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて4百万円(0.2％)増加し、2,386百万円となりま

した。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて465百万円(4.0％)増加し、12,193百万円となりました。

これは、主として四半期純利益553百万円の計上による増加と剰余金の配当139百万円による減少であ

ります。 

  
②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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1,197百万円(26.6％)増加し、5,699百万円となりました。  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は前年同四半期に比べ3百万円(0.2％)減少し、1,495百万円となり

ました。  

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益933百万円及びたな卸資産の減少額519百万円であ

り、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額262百万円及び法人税等の支払額171百万円であります。 

（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前年同四半期に比べ57百万円(90.6％)増加し、120百万円となり

ました。  

 これは、主に有形・無形固定資産の取得による支出139百万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）  

 財務活動の結果使用した資金はほぼ前年同四半期並みの、176百万円となりました。  

 これは、主に配当金の支払額139百万円によるものであります。 

  

平成24年７月３日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１日以

後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,172,236 5,369,156

受取手形及び売掛金 1,930,676 1,743,830

有価証券 335,068 335,193

仕掛品 792,076 273,775

原材料及び貯蔵品 30,591 29,340

繰延税金資産 52,515 65,333

その他 47,149 33,663

貸倒引当金 △3,192 △2,781

流動資産合計 7,357,121 7,847,512

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,063,957 3,063,957

減価償却累計額 △2,141,774 △2,170,388

建物及び構築物（純額） 922,183 893,569

機械装置及び運搬具 1,874,264 1,859,330

減価償却累計額 △1,468,052 △1,507,206

機械装置及び運搬具（純額） 406,212 352,124

土地 3,186,649 3,186,649

その他 289,338 313,730

減価償却累計額 △252,163 △253,211

その他（純額） 37,174 60,518

有形固定資産合計 4,552,220 4,492,861

無形固定資産   

ソフトウエア 612,156 497,275

その他 28,536 146,574

無形固定資産合計 640,692 643,850

投資その他の資産   

投資有価証券 1,193,654 1,241,821

繰延税金資産 197,609 202,436

その他 174,795 158,974

貸倒引当金 △6,473 △7,349

投資その他の資産合計 1,559,585 1,595,882

固定資産合計 6,752,498 6,732,594

資産合計 14,109,619 14,580,107
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 677,700 415,440

リース債務 75,496 131,610

未払法人税等 184,490 425,694

未払費用 861,501 804,048

役員賞与引当金 18,050 12,581

その他 193,180 241,061

流動負債合計 2,010,418 2,030,437

固定負債   

リース債務 93,565 －

退職給付引当金 193,999 268,879

役員退職慰労引当金 84,195 87,658

固定負債合計 371,761 356,537

負債合計 2,382,179 2,386,975

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,049,318 2,049,318

資本剰余金 1,998,891 1,998,867

利益剰余金 8,763,019 9,176,595

自己株式 △1,022,278 △1,022,313

株主資本合計 11,788,951 12,202,468

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △101,760 △60,564

その他の包括利益累計額合計 △101,760 △60,564

少数株主持分 40,250 51,228

純資産合計 11,727,440 12,193,131

負債純資産合計 14,109,619 14,580,107
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 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23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 6,854,017 6,797,550

売上原価 3,931,588 3,918,545

売上総利益 2,922,429 2,879,004

販売費及び一般管理費   

販売促進費 86,240 85,901

運賃及び荷造費 95,153 90,816

役員報酬 67,350 65,262

給料及び手当 1,069,726 1,024,513

賞与引当金繰入額 34,844 －

役員賞与引当金繰入額 11,615 12,581

退職給付費用 118,580 135,095

役員退職慰労引当金繰入額 3,107 3,462

福利厚生費 187,570 184,375

修繕維持費 16,667 19,877

租税公課 25,863 28,109

減価償却費 36,350 33,018

賃借料 53,893 49,951

その他 241,609 235,262

販売費及び一般管理費合計 2,048,572 1,968,228

営業利益 873,856 910,775

営業外収益   

受取利息 683 665

受取配当金 10,122 7,803

不動産賃貸料 7,085 7,098

投資事業組合運用益 3,132 －

持分法による投資利益 8,340 12,453

貸倒引当金戻入額 5,691 －

その他 10,199 10,726

営業外収益合計 45,255 38,746

営業外費用   

支払利息 3,674 2,495

投資事業組合運用損 － 9,597

その他 567 270

営業外費用合計 4,241 12,364

経常利益 914,871 937,158
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

特別利益   

特別利益合計 － －

特別損失   

固定資産除却損 4,219 1,796

投資有価証券売却損 28 －

投資有価証券評価損 34,963 －

会員権売却損 － 303

施設利用権評価損 3,481 1,500

特別損失合計 42,692 3,600

税金等調整前四半期純利益 872,178 933,558

法人税、住民税及び事業税 432,834 409,501

法人税等調整額 △63,914 △40,458

法人税等合計 368,920 369,043

少数株主損益調整前四半期純利益 503,258 564,514

少数株主利益 143 10,978

四半期純利益 503,114 553,536
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 503,258 564,514

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,258 41,196

その他の包括利益合計 △11,258 41,196

四半期包括利益 492,000 605,711

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 491,856 594,732

少数株主に係る四半期包括利益 143 10,978
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11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 872,178 933,558

減価償却費 278,355 225,757

引当金の増減額（△は減少） 98,817 73,339

受取利息及び受取配当金 △10,806 △8,468

支払利息 3,674 2,495

売上債権の増減額（△は増加） △27,081 185,970

たな卸資産の増減額（△は増加） 563,032 519,551

仕入債務の増減額（△は減少） △258,914 △262,260

未払費用の増減額（△は減少） △80,659 △57,452

投資有価証券評価損益（△は益） 34,963 －

投資事業組合運用損益（△は益） △3,132 9,597

持分法による投資損益（△は益） △8,340 △12,453

その他 75,320 46,790

小計 1,537,407 1,656,426

利息及び配当金の受取額 10,806 8,468

利息の支払額 △3,674 △2,495

法人税等の還付額 － 3,863

法人税等の支払額 △46,251 △171,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,498,287 1,495,002

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 △12,685 △25,312

無形固定資産の取得による支出 △61,867 △114,586

投資有価証券の取得による支出 △2,999 △2,181

投資事業組合からの分配による収入 14,122 19,945

その他 △25 1,158

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,456 △120,976

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △36,292 △37,451

配当金の支払額 △139,489 △139,469

自己株式の取得による支出 △12 △112

その他 80 53

財務活動によるキャッシュ・フロー △175,714 △176,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,259,117 1,197,046

現金及び現金同等物の期首残高 4,079,177 4,502,804

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,338,295 5,699,850
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   該当事項はありません。 

  

当社グループは、ディスクロージャー関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。  

  

   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）セグメント情報等

（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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当社グループは、「３．四半期連結財務諸表 （５）セグメント情報等」に記載のとおり、ディスクロ

ージャー関連事業の単一セグメントであり、生産、受注及び販売の状況につきましては製品区分別に記載

しております。 

 なお、当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、

第１四半期の売上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。 

①生産実績     

生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
②受注実績 

受注実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(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 

販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績の10％以上を占める販売顧客に該当するものはありません。 

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

製品区分

前第２四半期連結累計期間
自 平成23年６月１日 
至 平成23年11月30日

当第２四半期連結累計期間 
自 平成24年６月１日 
至 平成24年11月30日

比較増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金融商品取引法関連 2,893,683 42.2 2,668,666 39.2 △225,017 △7.8

会社法関連 1,340,786 19.6 1,208,674 17.8 △132,112 △9.9

ＩＲ関連 2,156,428 31.5 2,331,873 34.3 175,444 8.1

その他 463,119 6.7 588,336 8.7 125,217 27.0

合計 6,854,017 100.0 6,797,550 100.0 △56,467 △0.8

製品区分

前第２四半期連結累計期間 
自 平成23年６月１日 
至 平成23年11月30日

当第２四半期連結累計期間 
自 平成24年６月１日 
至 平成24年11月30日

比較増減

受注高(千円)
受注残高
（千円）

受注高(千円)
受注残高
（千円）

受注高(千円)
受注残高
（千円）

金融商品取引法関連 2,298,750 155,869 2,074,915 209,059 △223,835 53,190

会社法関連 460,372 51,716 444,800 56,194 △15,571 4,478

ＩＲ関連 1,412,101 327,532 1,459,567 289,721 47,466 △37,811

その他 364,780 25,339 520,848 113,224 156,067 87,884

合計 4,536,005 560,457 4,500,132 668,199 △35,873 107,741

製品区分

前第２四半期連結累計期間 
自 平成23年６月１日 
至 平成23年11月30日

当第２四半期連結累計期間 
自 平成24年６月１日 
至 平成24年11月30日

比較増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金融商品取引法関連 2,893,683 42.2 2,668,666 39.2 △225,017 △7.8

会社法関連 1,340,786 19.6 1,208,674 17.8 △132,112 △9.9

ＩＲ関連 2,156,428 31.5 2,331,873 34.3 175,444 8.1

その他 463,119 6.7 588,336 8.7 125,217 27.0

合計 6,854,017 100.0 6,797,550 100.0 △56,467 △0.8
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