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 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、第53期第２四半期連結累計期間及び第53期について

は、潜在株式が存在しないため、第54期第２四半期連結累計期間については、１株当たり四半期純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用関連会社）が営む事業の内

容について、重要な変更はありません。 

なお、当第２四半期連結会計期間において、新たにINFOTRACK TELEMATICS PTE.LTD.及びその子会社である

INFOTRACK TELEMATICS PRIVATE LIMITED（平成25年８月５日付で、CERT INFOTRACK TELEMATICS PRIVATE LIMITEDよ

り商号変更）が地図データベース関連事業の連結子会社となりました。 

また、地図データベース関連事業とその他に区分しております大計数据処理（深圳）有限公司（連結子会社）は、

平成25年８月27日開催の董事会において解散決議を行い、清算手続中であります。 

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53期 

第２四半期 
連結累計期間 

第54期 
第２四半期 

連結累計期間 
第53期 

会計期間 
自平成24年４月１日 
至平成24年９月30日 

自平成25年４月１日 
至平成25年９月30日 

自平成24年４月１日 
至平成25年３月31日 

売上高 （百万円）  25,849  24,010  54,991

経常利益 （百万円）  2,735  225  5,076

四半期（当期）純利益 

（△は損失） 
（百万円）  1,161  △250  1,835

四半期包括利益又は包括利益 （百万円）  1,296  244  2,725

純資産額 （百万円）  36,668  37,426  37,663

総資産額 （百万円）  52,382  52,121  56,376

１株当たり四半期（当期） 

純利益（△は損失） 
  円 銭31 60 円 銭 △6 82 円 銭49 93

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益 
   －  －  －

自己資本比率 （％）  67.2  68.2  63.9

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  3,772  332  8,242

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △2,047  △4,028  △4,977

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △1,106  △462  △2,153

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
（百万円）  7,542  4,120  8,154

回次 
第53期 

第２四半期 
連結会計期間 

第54期 
第２四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自平成24年７月１日 
至平成24年９月30日 

自平成25年７月１日 
至平成25年９月30日 

１株当たり四半期純利益 

（△は損失） 
  円05銭20 円39銭 △0

２【事業の内容】
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 当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、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重要な変更はありません。 

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

 当第２四半期連結累計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、次のとおりでありま

す。なお、文中には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当四半期連結会計期間の末日現在において

判断したものであります。 

（1）重要な会計方針及び見積り 

当社グループの四半期連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して

作成しております。この四半期連結財務諸表の作成にあたり、貸倒引当金、退職給付引当金、繰延税金資産の回

収可能性の検討等には、過去の実績や合理的な見積りを勘案した判断を必要としております。決算日における収

益及び費用並びに資産及び負債等の計上額にはこれらの見積り、将来の予測が含まれますが、実際の結果は、将

来の不確定な要因により異なる可能性があります。 

（2）業績の状況 

当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）におけるわが国経済は、日銀の金

融緩和や政府の経済対策などを背景として、輸出や設備投資にも持ち直しの動きが見られるなど穏やかな回復傾

向で推移いたしました。また、海外では新興国経済の減速懸念や欧米経済の先行きに不透明感が拭えないながら

も弱い回復が続いております。 

  

このような環境の中、住宅地図データベースの販売は堅調に推移いたしましたが、国内外のカーナビゲーショ

ン用データの売上が減少したことなどにより、売上高は24,010百万円（前年同期比1,839百万円減少、7.1％減）

となりました。 

損益面では、減収に加え、データベース整備やスマートフォン向けサービス等に係る先行費用の増加により、

営業利益は39百万円（前年同期比2,526百万円減少、98.5％減）、経常利益は225百万円（前年同期比2,510百万

円減少、91.8％減）となりました。また、特別損益に固定資産除売却損益のほか、持分法非適用関連会社であっ

た北京掌行通信息技術有限公司に係る関係会社株式売却損などを計上した結果、四半期純損失は250百万円（前

年同期比1,412百万円悪化）となりました。 

従来の傾向では、当社グループの売上高は、季節的変動が著しく、第４四半期連結会計期間に売上が集中する

傾向にあります。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

（地図データベース関連事業） 

当社グループの主力事業であります地図データベース関連事業につきましては、住宅地図データベースを活

用したGIS関連の売上は堅調に推移いたしました。しかしながら、国内カーナビゲーション用データの売上

は、国内新車販売におけるエコカー補助金の反動減に加え、軽自動車へのシフトの影響や、カーナビゲーショ

ンの低価格モデルへの構成変化などにより減少いたしました。また、海外カーナビゲーション用データにつき

ましても、北米向け採用モデルの切り替え時期にあたったことなどにより売上が減少いたしました。 

以上の結果、当事業の売上高は20,458百万円（前年同期比1,709百万円減少、7.7％減）となり、セグメント

損失は91百万円（前年同期比2,537百万円悪化）となりました。 

  

（一般印刷関連事業） 

一般印刷関連事業の売上高は1,888百万円（前年同期比28百万円増加、1.5％増）、セグメント利益は、原材

料の仕入単価減少などにより26百万円（前年同期比65百万円改善）となりました。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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（その他） 

その他の売上高は1,662百万円（前年同期比158百万円減少、8.7％減）、セグメント利益は28百万円（前年

同期比54百万円減少、65.6％減）となりました。 

また、財政状態といたしましては、当第２四半期連結会計期間末の総資産は、ソフトウエアが744百万円増加

した一方、未払費用や設備投資に関する支払い等により現金及び預金が4,016百万円減少したことや売上高の減

少により受取手形及び売掛金が2,553百万円減少いたしました。これらの要因などにより、総資産は、前連結会

計年度末に比べ4,255百万円（7.5％）減少し52,121百万円となりました。 

負債は、支払い等により、買掛金が452百万円、未払費用が1,012百万円それぞれ減少したことや納税等により

未払法人税等が1,430百万円減少いたしました。これらの要因などにより、負債は、前連結会計年度末に比べ

4,019百万円（21.5％）減少し14,694百万円となりました。 

純資産は、少数株主持分が231百万円増加した一方、剰余金の配当551百万円や四半期純損失を250百万円計上

いたしました。これらの要因などにより、純資産は、前連結会計年度末に比べ236百万円（0.6％）減少し37,426

百万円となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.3ポイント上

昇し、68.2％となりました。 

  

（3）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,034百万円

（49.5％）減少し4,120百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況につきましては、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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が168百万円となり、売上債権の減少

2,624百万円や減価償却費2,167百万円などの増加要因がありましたが、法人税等の支払額1,862百万円、未払

費用の減少1,059百万円に加え、仕入債務の減少487百万円などの減少要因により332百万円（前年同期比3,439

百万円減少）の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出4,058百万円などがあった

ことにより4,028百万円（前年同期比1,981百万円増加）の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額551百万円やリース債務の返済による支出423百万円

などがありましたが、短期借入金の純増による収入720百万円などにより462百万円（前年同期比643百万円減

少）の支出となりました。 

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。 

  

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は、次のとおりであります。  

① 基本方針 

当社取締役会は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が

企業価値及び株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると

考えております。 

また、当社取締役会は、株券等所有割合が３分の１以上となる当社株券等の買付行為（以下、かかる買付行為

を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）が、ゼンリングルー

プの企業価値に重大な影響を及ぼす場合において、ゼンリングループの企業価値及び株主共同の利益を確保し、

又は向上させるため、大規模買付行為に適切な対応を行う必要があると考えております。 
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当社は創業以来、地図業界のリーディングカンパニーとして地図関連情報の提供を通じて、社会に貢献し続け

ることを活動の基本として事業を拡大してまいりました。ゼンリングループは、「知・時空間情報の創造により

人びとの生活に貢献します」を企業理念として掲げ、「Maps to the Future」のスローガンのもと、地図情報で

未来を創造していくことを使命として企業運営を行っております。そして、情報化社会の発展により地図情報に

求められる価値やニーズが大きく変化を続ける今、私たちは「より適した価値」を実現することで、「情報を地

図化する世界一の企業」となることを目指してまいります。 

その結果として、企業価値の向上を図り、ゼンリングループが株主の皆様にとって魅力ある企業集団であるこ

とを目指すとともに、お客様及び従業員を大切にし、社会に貢献し続けていく企業集団でありたいと考えており

ます。 

ゼンリングループは「キュレーション思考でより適した価値を実現する」ことを目指して、具体的な取り組み

を推進するために、2012年度から2015年度までの４ヵ年の中期経営計画「ZENRIN GROWTH PLAN 2015（以下、

ZGP2015）」を策定いたしました。  

現在、地図情報を含めた様々な情報が、いつでも無料で取得できる環境が整う一方で、膨大な情報の中から、

消費者が自分にとって価値のある情報を手にいれることは非常に難しくなっております。そこで、ゼンリングル

ープが地図情報を新しく編集しなおすことで、「より適した価値」を実現するキュレーター（※）となるため

に、ZGP2015では①既存・新規地図データベース（以下、ＤＢ）の用途開発による収益拡大、②「知のサイク

ル」適正化のための時空間ＤＢの構築、③固定費率低減のための生産性改善と構造改革の３つを基本構成とし

て、各種施策を実施し、収益を維持しながら持続的成長に向けて取り組んでまいります。  

ゼンリングループは、創業以来培った技術やノウハウを活かして、このような理念に基づくコンテンツの充実

や新たな事業領域開発に取り組み、会社と事業の変革を通じて市場の変化に対応しながら企業価値向上に努める

と同時に、ゼンリングループの地図関連情報は官公庁や公共的な企業においても活用されているという、高い公

共性も自負しております。加えて、当社は地域社会への貢献も企業の重要な役割と考え、地域事業への出資やス

ポーツ・文化活動の支援等を通じてその役割に取り組んでおります。 

当社の経営においては、上記のような事業環境や事業特性並びに顧客や従業員、取引先等のステークホルダー

との関係に対する理解が必要不可欠であり、また、十分な理解なくしては、ゼンリングループの企業価値を適正

に把握することは困難であると考えます。 

  

（※）キュレーター：一般的には博物館・美術館等の展覧会の企画を担う学芸員をさすが、現在ではインターネ

ットの世界を中心に「情報を司る存在」として、必要な情報のみを選別するフィルタリン

グを行い、有益な状態にして配信することをさす。  

  

② 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み 

当社取締役会は、ゼンリングループの企業価値及び株主共同の利益を毀損する恐れのある大規模買付者は、当

社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えます。 

このような不適切な大規模買付者に対しては、情報開示を積極的に求め、当社取締役会の判断、意見などとと

もに公表するなど、株主の皆様が適切な判断を行うための情報と時間の確保に努めるとともに、必要に応じて法

令及び定款の許容する範囲内において適切な対応をしてまいります。 

  

③ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

上記取組みは、企業価値及び株主共同の利益を確保又は向上させる目的をもってなされるものであり、基本方

針に沿うものです。  

 従いまして、これらの取り組みは基本方針に沿い、当社株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役

員の地位の維持を目的とするものではありません。 

  

（5）研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は225百万円であります。 

 なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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（6）主要な設備 

当第２四半期連結累計期間において、新たに確定した主要な設備の新設等の計画は、次のとおりであります。

（注）上記の増改築工事に伴う既存設備の除却を平成26年８月に予定しております。なお、除却する設備等の前

連結会計年度末の帳簿価額は264百万円であります。 

（7）資本の財源及び資金の流動性 

① 資金需要 

当社グループの資金需要は、運転資金としては、各種地図データベースの構築のための調査業務費用などがあ

り、設備投資資金としては、主に各種データベース製作システムやソフトウエアプログラムなどへの投資があり

ます。 

② 財政政策 

当社グループは、事業活動に必要な資金の確保について、営業活動によるキャッシュ・フローにより生み出さ

れる内部資金の効率的な活用を 優先とし、不足する資金の調達については、低コストと安定性を重視して取り

組んでおります。 

運転資金等の短期的な不足資金は、複数の金融機関より確保している融資枠からコスト面を考慮し１年以内の

借入金で、また、設備投資資金等の長期的な不足資金は、ファイナンス・リースの活用や安定性を重視した固定

金利の長期借入金で調達しております。 

以上のことから、当社グループの今後の事業活動に必要な資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・

フロー及び調達資金により、十分に確保することが可能と考えております。 

（8）経営者の問題認識と今後の方針について 

 「（4）事業上及び財務上の対処すべき課題」に記載のとおり重要な変更はありません。 

会社名 事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの名称 設備の内容

投資予定額 
(百万円) 完成予定

総額 

提出 

会社 

制作本部、開発本部他 

（北九州市戸畑区） 
地図データベース

関連事業 

ゼンリンテクノセンター 

増改築工事  
 2,672 平成26年９月 
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①【株式の総数】 

（注）当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式134,000,000株、第１種優先株式67,000,000株であり、
合計では201,000,000株となりますが、発行可能株式総数は134,000,000株とする旨定款に規定しておりま
す。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致については、会社法上要求されており
ません。 

②【発行済株式】 

（注）当社定款に第１種優先株式を発行することができる旨規定しておりますが、この四半期報告書提出日現在、
発行した第１種優先株式はありません。 

   なお、当社定款に規定している第１種優先株式の内容は、次のとおりであります。 
１ 第１種優先配当等 （第12条の２） 
（1）当会社は、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以

下「普通登録株式質権者」という。）に対して剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の
終の株主名簿に記載又は記録された第１種優先株式の株主（以下「第１種優先株主」という。）又

は第１種優先株式の登録株式質権者（以下「第１種優先登録株式質権者」という。）に対し、当該配
当に先立ち、第１種優先株式１株につき、当該配当において普通株式１株に対して交付する金銭の額
又は金銭以外の財産の価額に、第１種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める一定率（100
パーセントを下限とし、125パーセントを上限とする。）を乗じた額又は価額（小数部分が生じる場
合、当該小数部分については、第１種優先株式の発行に先立って取締役会が定める額とする。）の剰
余金の配当（以下「第１種優先配当」という。）を行う。ただし、第１種優先配当の計算の結果、算
出された額又は価額が当社定款第12条の２第２項に定める第１種無配時優先配当の額に満たない場
合、第１種無配時優先配当をもって第１種優先配当とする。 

（2）当会社は、毎事業年度の末日、毎年９月30日その他の取締役会が定める日の 終の株主名簿に記載又
は記録された普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行わないときは、当該株主名
簿に記載又は記録された第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優先株式１株
につき、第１種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める額の剰余金の配当（以下「第１種
無配時優先配当」という。）を行う。 

（3）第１種優先配当又は第１種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったときは、当会社は、その
不足額を累積し、当社定款第12条の２第１項又は第２項に規定するときにおいて、当該配当に係る基
準日の 終の株主名簿に記載又は記録された第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、
第１種優先配当又は第１種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当（以下「第１種
累積未払配当」という。）を行う。 

（4）当会社は、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優先配当、第１種無配時優
先配当及び第１種累積未払配当以外の剰余金の配当を行わない。 

  
２ 第１種優先株主に対する残余財産の分配 （第12条の３） 
（1）当会社の残余財産を分配するときは、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対して、普通

株主又は普通登録株式質権者に先立って、当社定款第12条の２第３項に規定する不足額を支払う。 
（2）当会社は、当社定款第12条の３第１項に規定する場合には、第１種優先株主又は第１種優先登録株式

質権者に対して、当社定款第12条の３第１項の規定による支払いのほか、普通株主又は普通登録株式
質権者に対して交付する残余財産の価額に相当する金銭を支払う。 

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 134,000,000

第１種優先株式 67,000,000

計 134,000,000

種類 
第２四半期会計期間
末現在発行数(株) 
(平成25年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成25年11月６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  38,200,910  38,200,910

東京証券取引所 

市場第一部 
  
福岡証券取引所 

単元株式数は100株 

であります。  

計  38,200,910  38,200,910 － － 
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３ 議決権 （第12条の４） 
第１種優先株主は、全部の事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、過
去２年間において、法令及び本定款に従って第１種優先配当又は第１種無配時優先配当を行う旨の決議
が行われなかったときは、第１種優先配当又は第１種無配時優先配当の支払いが行われるまでの間は、
この限りでない。  

  
４ 種類株主総会 （第12条の５） 
（1）当会社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めある場合

を除くほか、第１種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。 
（2）当社定款第14条の規定は、定時株主総会において決議する事項が、当該決議のほか、種類株主総会の

決議を必要とする場合における当該種類株主総会に準用する。 
（3）当社定款第15条、第16条、第18条及び第19条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。 
（4）当社定款第17条第２項の規定は、会社法第324条第２項の規定による種類株主総会の決議にこれを準用

する。 
  

５ 普通株式を対価とする取得条項 （第12条の６） 
（1）当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日（取締役会が、それ以前の日を

定めたときは、その日）の到来をもって、その日に残存する第１種優先株式の全部を取得し、当会社
はこれと引換えに、第１種優先株式１株につき当会社の普通株式１株を第１種優先株主に交付する。 

① 当会社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転（当会社の単独による株式移
転を除く。）に係る議案が全ての当事会社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は取締役会）
で承認された場合 
当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日 

② 当会社が発行する株式を対象とする公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合が50
パーセント超となった場合 
当該株券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日 
なお、本号において「公開買付け」とは金融商品取引法第27条の３第１項に定める公開買付けを、
「株券等所有割合」とは金融商品取引法第27条の２第１項第１号に定める株券等所有割合を、「公
開買付者」又は「公開買付報告書」とは金融商品取引法第２章の２第１節に定める公開買付者又は
公開買付報告書をいう。 

（2）当会社は、第１種優先株式を上場している金融商品取引所が、当会社の第１種優先株式を上場廃止と
する旨の発表をした場合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に残存する第１種優先株
式の全部を取得し、当会社はこれと引換えに、第１種優先株式１株につき当会社の普通株式１株を第
１種優先株主に交付する。 

  
６ 株式の分割、株式の併合等 （第12条の７） 
（1）当会社は、株式の併合をするときは、普通株式及び第１種優先株式ごとに同時に同一割合でする。 
（2）当会社は、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、以下のいずれかの方法によりする。 

① 普通株式及び第１種優先株式の双方について、株式の分割を、同時に同一の割合でする。 
② 普通株式又は第１種優先株式のいずれかについて株式の分割をし、株式の分割をしない種類の株式を

有する株主又は登録株式質権者には株式の分割をする種類の株式を株式の分割と同時に同一の割合で
割当てる株式無償割当てをする。 

③ 普通株主又は普通登録株式質権者には普通株式の株式無償割当てを、第１種優先株主又は第１種優先
登録株式質権者には第１種優先株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。 

（3）当会社は、当会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の
割当てを受ける権利を、第１種優先株主には第１種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時
に同一の割合で与える。 

（4）当会社は、当会社の株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通
株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、第１種優先株主には第１種優先株式を目的と
する新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。 

（5）当会社は、新株予約権無償割当てをするときは、普通株主又は普通登録株式質権者には普通株式を目
的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者には
第１種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合です
る。 

（6）当会社は、株式移転をするとき（他の株式会社と共同して株式移転をする場合を除く。）は、普通株
主又は普通登録株式質権者には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する普通株式と同種
の株式を、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者には第１種優先株式に代えて株式移転設立
完全親会社の発行する第１種優先株式と同種の株式を、それぞれ同一の割合で交付する。 

（7）当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及び第１種優先株式のそれぞれの
単元株式数について同時に同一の割合でする。 

（8）当社定款第12条の７の規定は、現に第１種優先株式を発行している場合に限り適用される。 
  

７ その他の事項 （第12条の８） 
当会社は、当社定款第12条の２乃至７に定めるほか、第１種優先株式に関する事項について、これを第
１種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める。 
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 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（注）上記のほか、自己株式を1,435千株保有しております。 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【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
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 

(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成25年７月１日～ 
平成25年９月30日 

－  38,200 －  6,557 － 13,111

（６）【大株主の状況】

  平成25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（％） 

有限会社サンワ 北九州市小倉北区下到津一丁目６番36号  3,514  9.19

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地  2,848  7.45

ゼンリン従業員持株会 北九州市小倉北区室町一丁目１番１号  1,897  4.96

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号  1,800  4.71

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号  1,377  3.60

大迫 久美子 福岡県古賀市  1,131  2.96

大迫 キミ子 北九州市小倉北区  900  2.35

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 

日本生命証券管理部内  
 715  1.87

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番１号  694  1.81

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）  
東京都港区浜松町二丁目11番３号  684  1.79

計 ―  15,564  40.74
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①【発行済株式】 

（注）１ 上記自己株式のほか、平成25年９月30日現在の四半期連結財務諸表に自己株式として認識している「野

村信託銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託口）」（以下、従持信託）保有の当社株式が

61,700株あります。この処理は会計処理上、当社と従持信託が一体のものであると認識し、従持信託が

保有する当社株式を自己株式として計上していることによるものであります。  

２ 「完全議決権株式（その他）」欄には証券保管振替機構名義の株式が5,300株（議決権の数53個）含ま

れております。  

②【自己株式等】 

（注）上記自己株式のほか、平成25年９月30日現在の四半期連結財務諸表に自己株式として認識している従持信託

保有の当社株式が61,700株あります。この処理は会計処理上、当社と従持信託が一体のものであると認識

し、従持信託が保有する当社株式を自己株式として計上していることによるものであります。 

該当事項はありません。 

（７）【議決権の状況】

  平成25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） 
（自己保有株式） 

普通株式    1,435,200
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   36,643,000  366,430 － 

単元未満株式 普通株式     122,710 － 
１単元（100株）未満

の株式 

発行済株式総数             38,200,910 － － 

総株主の議決権 －  366,430 － 

  平成25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（％） 

（自己保有株式） 

株式会社ゼンリン 

北九州市小倉北区室町 

一丁目１番１号 
1,435,200  －  1,435,200 3.75 

計 － 1,435,200  －  1,435,200 3.75 

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 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）に基づいて作成しております。 

  

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、第２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平

成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,267 4,250

受取手形及び売掛金 ※3  11,995 9,441

有価証券 51 －

たな卸資産 ※1, ※2  1,448 ※1, ※2  1,721

その他 2,501 3,106

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 24,256 18,511

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,367 4,198

土地 8,326 8,326

その他（純額） 2,822 3,539

有形固定資産合計 15,516 16,065

無形固定資産   

のれん － 290

ソフトウエア 7,229 7,974

その他 3,316 3,301

無形固定資産合計 10,546 11,566

投資その他の資産   

投資有価証券 3,202 3,334

その他 2,965 2,776

貸倒引当金 △111 △133

投資その他の資産合計 6,057 5,978

固定資産合計 32,120 33,609

資産合計 56,376 52,121
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,472 2,020

短期借入金 1,869 2,639

未払費用 3,759 2,746

未払法人税等 1,797 367

役員賞与引当金 161 25

その他 4,462 3,050

流動負債合計 14,523 10,850

固定負債   

長期借入金 943 751

退職給付引当金 1,561 1,554

役員退職慰労引当金 133 127

その他 1,552 1,410

固定負債合計 4,190 3,843

負債合計 18,713 14,694

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,557 6,557

資本剰余金 13,111 13,111

利益剰余金 18,892 18,090

自己株式 △2,323 △2,212

株主資本合計 36,237 35,546

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 128 228

為替換算調整勘定 △341 △218

その他の包括利益累計額合計 △213 9

少数株主持分 1,639 1,870

純資産合計 37,663 37,426

負債純資産合計 56,376 52,121
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 25,849 24,010

売上原価 14,445 14,874

売上総利益 11,404 9,135

販売費及び一般管理費 ※1  8,838 ※1  9,096

営業利益 2,565 39

営業外収益   

受取利息 6 7

受取配当金 ※2  121 ※2  68

持分法による投資利益 － 6

不動産賃貸料 72 65

その他 110 90

営業外収益合計 311 239

営業外費用   

支払利息 16 13

貸与資産減価償却費 12 12

為替差損 5 20

持分法による投資損失 96 －

その他 8 7

営業外費用合計 141 53

経常利益 2,735 225

特別利益   

固定資産売却益 － 97

特別利益合計 － 97

特別損失   

固定資産除売却損 4 57

関係会社株式売却損 － 46

投資有価証券評価損 23 2

関係会社株式評価損 － 29

事業再編損 － ※4  18

ゴルフ会員権評価損 8 －

特別損失合計 35 154

税金等調整前四半期純利益 2,700 168

法人税、住民税及び事業税 1,230 453

法人税等調整額 △53 △275

法人税等合計 1,176 178

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,523 △9

少数株主利益 361 240

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,161 △250
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,523 △9

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △119 132

為替換算調整勘定 8 162

持分法適用会社に対する持分相当額 △116 △40

その他の包括利益合計 △226 254

四半期包括利益 1,296 244

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 934 △27

少数株主に係る四半期包括利益 361 272
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 2,700 168

減価償却費 1,819 2,167

のれん償却額 32 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △67 △135

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27 △8

投資有価証券評価損益（△は益） 23 2

関係会社株式評価損 － 29

ゴルフ会員権評価損 8 －

受取利息及び受取配当金 △127 △76

支払利息 16 13

持分法による投資損益（△は益） 96 △6

固定資産除売却損益（△は益） 4 △40

関係会社株式売却損益（△は益） － 46

売上債権の増減額（△は増加） 1,678 2,624

たな卸資産の増減額（△は増加） △305 △261

仕入債務の増減額（△は減少） △154 △487

未払費用の増減額（△は減少） △294 △1,059

未払消費税等の増減額（△は減少） △162 △240

その他 △77 △602

小計 5,162 2,132

利息及び配当金の受取額 127 75

利息の支払額 △17 △13

法人税等の支払額 △1,500 △1,862

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,772 332

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 100 －

有形固定資産の売却による収入 0 102

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,049 △4,058

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 － △126

子会社の自己株式の取得による支出 △107 －

その他 9 54

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,047 △4,028

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △10 720

長期借入金の返済による支出 ※2  △259 ※2  △204

リース債務の返済による支出 △347 △423

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 ※2  105 ※2  103

配当金の支払額 △550 △551

少数株主への配当金の支払額 △44 △105

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,106 △462

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 615 △4,034

現金及び現金同等物の期首残高 6,926 8,154

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  7,542 ※1  4,120
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（連結の範囲の重要な変更） 

INFOTRACK TELEMATICS PTE.LTD.の株式取得に伴い、当第２四半期連結会計期間より、同社及びその子会社で

あるINFOTRACK TELEMATICS PRIVATE LIMITEDを連結の範囲に含めております。 

（耐用年数の変更）  

当社が保有するゼンリンテクノセンター（北九州市戸畑区）は、平成26年９月を工事完了月として増改築を行

っており、これに伴い、除却が見込まれる「建物及び構築物」の耐用年数を、当第２四半期連結会計期間より除

却予定月である平成26年８月までの期間に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、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

純利益はそれぞれ20百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

（信託型従業員持株インセンティブ・プラン） 

当社は平成22年５月７日開催の取締役会において、当社グループ従業員に対する当社の中長期的な企業価値向

上のインセンティブ付与と、株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた、当社の恒常的な発展

を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（以下、本プラン）」の導入を決議いた

しました。 

本プランでは、当社従業員持株会へ当社株式を譲渡していく目的で設立する「野村信託銀行株式会社（ゼンリ

ン従業員持株会専用信託口）」（以下、従持信託）が、信託期間で当社従業員持株会が取得する規模の株式を予

め一括して取得し、当社従業員持株会へ売却を行います。 

当社株式の取得及び処分については、当社が従持信託の債務を保証しており、経済的実態を重視した保守的な

観点から、当社と従持信託は一体であるとする会計処理をしております。 

従いまして、従持信託が保有する当社株式や従持信託の資産及び負債並びに費用及び収益については、四半期

連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書

に含めて計上しております。 

なお、前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間の末日現在の自己株式数は、次のとおりであ

ります。 

  

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（会計上の見積りの変更）

（追加情報）

  
前第２四半期連結会計期間 
（平成24年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（平成25年９月30日） 

自己株式数 株 1,683,605 株 1,496,993

うち当社保有自己株式数 株 1,433,905 株 1,435,293

うち従持信託保有当社株式数 株 249,700 株 61,700
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※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

   

※２ たな卸資産より直接控除している単行本在庫調整引当金の額 

  

※３ 四半期連結会計期間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をしております。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計

年度末日残高に含まれております。  

※１  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。 

  

※２ 受取配当金に含まれる「野村信託銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託口）」が保有する当社株

式に係る利益配当金の額 

  

３ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）及び当第２四半期連結累計

期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

当社グループの売上高は、季節的変動が著しく、第４四半期連結会計期間に売上が集中する傾向にありま

す。 

※４ 事業再編損 

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

連結子会社である上海大計数据処理公司におけるCAD受託処理業務の撤退に伴う損失であります。 

  

なお、前第２四半期連結累計期間については、該当事項はありません。 

（四半期連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成25年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成25年９月30日） 

商品及び製品 百万円 1,133 百万円 1,194

仕掛品 百万円 253 百万円 463

原材料及び貯蔵品 百万円 61 百万円 62

  
前連結会計年度 

（平成25年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成25年９月30日） 

たな卸資産（製品） 百万円 403 百万円 479

  
前連結会計年度 

（平成25年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成25年９月30日） 

受取手形 百万円 36 百万円 －

（四半期連結損益計算書関係）

  
前第２四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日） 

人件費 百万円 5,177 百万円 5,013

役員賞与引当金繰入額  71  25

退職給付引当金繰入額  148  172

貸倒引当金繰入額  －  22

のれん償却額  32  －

その他  3,408  3,862

計 百万円 8,838 百万円 9,096

  
前第２四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日） 

受取配当金 百万円 5 百万円 2
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※１  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は、次

のとおりであります。 

  

※２  「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入に伴い、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の各

項目には「野村信託銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託口）」（以下、従持信託）に係るキャ

ッシュ・フローが含まれております。その主な内容は、次のとおりであります。 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．配当金支払額  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

１．配当金支払額  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日） 

現金及び預金勘定 百万円 7,652 百万円 4,250

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

 △109  △129

現金及び現金同等物 百万円 7,542 百万円 4,120

   
前第２四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日） 

従持信託における長期借入金の
返済による支出 

△ 百万円 109 △ 百万円 104

従持信託における持株会への 
自己株式の売却による収入 

百万円 105 百万円 103

（株主資本等関係）

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月15日 

定時株主総会 
普通株式  551  15.0

平成24年 

３月31日 

平成24年 

６月18日 
利益剰余金

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月31日 

取締役会 
普通株式  551  15.0

平成24年 

９月30日 

平成24年 

 12月４日 
利益剰余金

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月14日 

定時株主総会 
普通株式  551  15.0

平成25年 

３月31日 

平成25年 

６月17日 
利益剰余金

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月31日 

取締役会 
普通株式  551  15.0

平成25年 

９月30日 

平成25年 

 12月３日 
利益剰余金
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Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない仕入商品販売、CAD受託処理及びインターネットを

中心とした広告配信などの事業活動を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない仕入商品販売及びCAD受託処理などの事業活動を含

んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 地図データベ
ース関連事業

一般印刷 
関連事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高  22,168  1,860  24,028  1,821  25,849

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 28  123  152  85  237

計  22,197  1,983  24,180  1,906  26,087

セグメント利益又は損失(△)  2,445  △39  2,406  83  2,489

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  2,406

「その他」の区分の利益  83

セグメント間取引消去  76

四半期連結損益計算書の営業利益  2,565

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 地図データベ
ース関連事業

一般印刷 
関連事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高  20,458  1,888  22,347  1,662  24,010

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 36  137  174  94  268

計  20,495  2,026  22,521  1,757  24,278

セグメント利益又は損失(△)  △91  26  △65  28  △36

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  △65

「その他」の区分の利益  28

セグメント間取引消去  76

四半期連結損益計算書の営業利益  39
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３．報告セグメントの変更等に関する事項 

（耐用年数の変更） 

「会計上の見積りの変更」に記載のとおり、当社が保有するゼンリンテクノセンターの増改築工事によ

り除却が見込まれる資産について、当第２四半期連結会計期間より、耐用年数を変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間のセグメント損失が、「地図データベー

ス関連事業」で20百万円悪化しております。 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（のれんの金額の重要な変動） 

「地図データベース関連事業」において、INFOTRACK TELEMATICS PTE.LTD.の株式取得に伴い、当第２

四半期連結会計期間より、同社及びその子会社であるINFOTRACK TELEMATICS PRIVATE LIMITEDを連結の範

囲に含めております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間においては

290百万円であります。 

（取得による企業結合） 

１．企業結合の概要 

(1）被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称 INFOTRACK TELEMATICS PTE.LTD.（所在地：シンガポール） 

なお、被取得企業の株式取得に伴い、同社の完全子会社であるINFOTRACK TELEMATICS 

PRIVATE LIMITED（所在地：インド）についても、当社の子会社となります。 

事業の内容    運輸・物流業に向けた動態管理サービスの提供 

(2）企業結合を行った主な理由 

インド、東南アジア及び中東で、動態管理サービスの事業展開を行うことを目的としております。 

(3）企業結合日 

平成25年６月28日 

(4）企業結合の法的形式 

現金を対価とする株式取得 

(5）結合後企業の名称 

名称の変更はありません。 

(6）取得した議決権比率 

63.1％ 

(7）取得企業を決定するに至った主な根拠 

当社の連結子会社である㈱ゼンリンデータコムが、現金を対価として株式を取得したためであります。 

２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間 

平成25年６月30日をみなし取得日としておりますが、連結決算日と被取得企業の決算日との間に３ヶ月の

差異があるため、当第２四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれて

おりません。 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

(1）発生したのれんの金額 

290百万円 

(2）発生原因 

今後の事業展開により期待される将来の超過収益力であります。 

(3）償却方法及び償却期間 

５年間にわたる均等償却 

（企業結合等関係）

取得の対価 397百万円

取得に直接要した費用 4 

取得原価 401百万円
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 １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、次のとおりであります。 

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、前第２四半期連結累計期間については、潜在株式が存在

しないため、当第２四半期連結累計期間については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため、記載しておりません。 

２ 普通株式の期中平均株式数には、「野村信託銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託口）」が

保有する自己株式が含まれております。 

（自己株式の取得） 

当社は、平成25年10月31日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、次のとおり実施いたしました。 

１. 自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

(1) 取得の理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。 

(2) 取得対象株式の種類 

当社普通株式 

(3) 取得し得る株式の総数 

1,000,000株（上限） 

(4) 株式の取得価額の総額 

1,500百万円（上限） 

(5) 取得期間 

平成25年11月１日（金）～平成26年３月31日（月） 

(6) 取得の方法 

市場買付 

２. その他 

取得期間の開始日である平成25年11月１日（金）から当四半期報告書提出日の前日である平成25年11月

５日（火）までの期間において、当社普通株式59,300株（取得価額60百万円）を取得いたしました。 

平成25年10月31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。 

(1) 中間配当による配当金の総額……………………551百万円 

(2) １株当たりの金額…………………………………15円00銭 

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成25年12月３日 

（注）１ 平成25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。 

２ 中間配当による配当金の総額については、「野村信託銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託

口）」に対する配当金０百万円を含めて記載しております。  

（１株当たり情報）

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日） 

１株当たり四半期純利益 

又は１株当たり四半期純損失（△） 
円 銭 31 60 円 銭 △6 82

（算定上の基礎）     

四半期純利益 

又は四半期純損失（△）（百万円） 
 1,161  △250

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益 

又は四半期純損失（△）（百万円） 
 1,161  △250

普通株式の期中平均株式数（千株）  36,767  36,766

（重要な後発事象）

２【その他】
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該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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