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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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 ％

21年12月期第1四半期 2,363 4.6 384 151.6 482 ― 290 ―

20年12月期第1四半期 2,260 △35.7 152 △40.3 △22 ― △32 ―

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

21年12月期第1四半期 2,383.54 ―

20年12月期第1四半期 △267.79 ―

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

21年12月期第1四半期 11,963 10,586 88.1 86,545.32
20年12月期 12,095 10,344 85.2 84,606.57

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  10,540百万円 20年12月期  10,304百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― ― ― 450.00 450.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― 500.00 500.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
（注）詳細は、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。 

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

第2四半期 
連結累計期間

5,795 26.3 763 85.3 788 158.7 462 152.9 3,801.28

通期 12,000 23.5 1,405 38.4 1,455 90.5 845 73.8 6,938.81
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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）  有  

(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  無  

(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） 

（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。 

(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 

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。 

新規 1社 （社名
ザイン・イメージング・テクノロジ株式
会社

） 除外 ―社 （社名 ）

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） 21年12月期第1四半期 123,401株 20年12月期  123,401株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  1,611株 20年12月期  1,599株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 121,790株 20年12月期第1四半期 121,802株
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,692,396 8,148,320 

売掛金 1,230,948 1,173,655 

有価証券 － 999,551 

営業投資有価証券 122,375 122,375 

商品 48,765 48,448 

製品 201,096 351,040 

原材料 49,124 96,206 

仕掛品 327,207 148,135 

繰延税金資産 206,849 201,602 

その他 156,442 79,542 

貸倒引当金 △3,910 △1,430 

流動資産合計 11,031,297 11,367,449 

固定資産   

有形固定資産 162,086 133,120 

無形固定資産   

のれん 168,785 － 

その他 53,416 56,413 

無形固定資産合計 222,202 56,413 

投資その他の資産 547,860 538,451 

固定資産合計 932,149 727,985 

資産合計 11,963,447 12,095,435 

負債の部   

流動負債   

買掛金 792,813 1,053,100 

未払法人税等 196,775 207,757 

賞与引当金 132,167 62,890 

役員賞与引当金 18,500 14,000 

その他 236,724 412,844 

流動負債合計 1,376,980 1,750,592 

負債合計 1,376,980 1,750,592 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,175,267 1,175,267 

資本剰余金 1,291,162 1,291,162 

利益剰余金 8,312,672 8,077,187 

自己株式 △226,214 △226,214 

株主資本合計 10,552,887 10,317,401 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △12,533 △13,167 

評価・換算差額等合計 △12,533 △13,167 

新株予約権 46,112 40,608 

純資産合計 10,586,466 10,344,842 

負債純資産合計 11,963,447 12,095,435 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,363,777

売上原価 1,264,609

売上総利益 1,099,168

販売費及び一般管理費 715,168

営業利益 384,000

営業外収益  

受取利息 9,006

為替差益 86,614

雑収入 2,816

営業外収益合計 98,436

経常利益 482,436

特別損失  

固定資産除却損 1,628

特別損失合計 1,628

税金等調整前四半期純利益 480,807

法人税、住民税及び事業税 195,463

法人税等調整額 △4,947

法人税等合計 190,516

四半期純利益 290,291
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３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 480,807

減価償却費 16,219

のれん償却額 24,141

株式報酬費用 5,504

賞与引当金の増減額（△は減少） 69,277

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,480

受取利息 △9,006

為替差損益（△は益） △95,816

有形固定資産除却損 1,628

売上債権の増減額（△は増加） △57,293

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,636

その他の流動資産の増減額（△は増加） △79,483

仕入債務の増減額（△は減少） △260,286

その他の流動負債の増減額（△は減少） △179,588

小計 △59,277

利息の受取額 11,796

法人税等の支払額 △203,342

営業活動によるキャッシュ・フロー △250,823

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 △37,034

定期預金の払戻による収入 500,000

営業譲受による支出 △200,000

敷金の差入による支出 △13,181

有価証券の償還による収入 1,000,000

その他 3,507

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,253,290

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △54,805

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,805

現金及び現金同等物に係る換算差額 96,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,044,075

現金及び現金同等物の期首残高 7,248,320

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,292,396
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