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平成19年 1月期 中間決算短信（連結） 平成18年 9 月 27 日

 

 
1. 18年7月中間期の連結業績(平成18年2月1日～平成18年7月31日) 
(1) 連結経営成績 (記載金額は百万円未満切捨て表示)
  売上高 営業利益 経常利益 
 
18年7月中間期 
17年7月中間期 

百万円 
13,012 
13,329 

％
△2.4
5.4

百万円
352
484

％
△27.3
64.9

百万円 
373 
502 

％
△25.7
63.0

18年1月期 25,894 658 687 
 

  中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益 潜在株式調整後１株当たり
中 間 ( 当 期 ) 純 利 益

 
18年7月中間期 
17年7月中間期 

百万円 
187 
△69 

％
―
―

円 銭
8 80

△6 49

円 銭
―
―

18年1月期 837 76 03 ―
(注) ① 持分法投資損益  18年 7月中間期  ― 百万円  17年 7月中間期  ― 百万円  18年 1月期  ― 百万円 
 ② 期中平均株式数(連結) 
  18年 7月中間期  21,360,806株  17年 7月中間期  10,680,403株  18年 1月期  10,680,403株 
 ③ 会計処理の方法の変更 有 
 ④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 

(2) 連結財政状態 
  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年7月中間期 
17年7月中間期 

百万円 
23,580 
25,096 

百万円
12,778
11,610

％ 
54.1 
46.3 

円 銭
597 54

1,087 07
18年1月期 23,738 12,704 53.5 1,187 10
(注) ① 期末発行済株式数(連結) 
  18年 7月中間期  21,360,806株  17年 7月中間期  10,680,403株  18年 1月期  10,680,403株 
 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 
18年7月中間期 
17年7月中間期 

百万円 
978 
238 

百万円
△566
△303

百万円 
△422 
△140 

百万円
2,675
2,106

18年1月期 1,427 △714 △338 2,685
 

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
 連結子会社数 4社 持分法適用非連結子会社数 ― 社 持分法適用関連会社数 ― 社
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
 連結（新規） ― 社 （除外） ― 社 持分法（新規） ― 社 （除外） ― 社
 

2. 19年1月期の連結業績予想(平成18年2月1日～平成19年1月31日) 
  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

通      期 
百万円 
25,700 

百万円
560

百万円 
590 

百万円
300

(参考) ① １株当たり予想当期純利益(通期)  14円04銭 
※1．当社は、平成18年2月1日を効力発生日とする株式分割（１:２）を行っております。 
2．上記の予想は、現時点で得られた情報に基づいて算定しており、実際の業績は業況の変化等により記載の予想と異なる場合が

あります。なお、上記の予想に関する事項については、添付資料の6ページをご参照ください。 

上場会社名 株式会社 イムラ封筒 上場取引所 東 大  

コード番号 3955 本社所在都道府県 大阪府  

（ＵＲＬ http://www.imura.co.jp） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 井村 守宏    

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 
兼社長室長 

氏名 山上 輝雄  ＴＥＬ  06-6910-2511  

中間決算取締役会開催日 平成18年 9 月 27 日     
米国会計基準採用の有無 無     
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企 業 集 団 の 状 況 
 

当社グループは、当社および子会社４社で構成され、各種封筒の製造販売事業およびダイレクトメール

等の発送代行事業を中核事業とし、その他の事業として、コンピュータ販売等の情報システム事業および

子会社による諸事業を行っております。当社グループの事業に係わる位置付けおよび事業の種類別セグメ

ントの関連は、次のとおりであります。 

 

《封筒事業》 

通信、電気、ガス料金等各種の請求用、株主総会招集通知用、官公庁等の諸通知用、銀行窓口の現金

用および一般事務用等として使用される長形封筒、角形封筒、洋形封筒ならびに窓付き封筒(プラマド

封筒、セロマド封筒)その他の封筒類の製造販売を行っております。 

また、当社の子会社は次の事業を行っております。 

株式会社津田イムラ …… 封筒・袋類の販売、事務用品・印刷物の販売 

《メーリングサービス事業》 

ダイレクトメールの企画、製作ならびに発送代行、冊子類および販売促進用商品等の封入・梱包およ

びその発送代行、顧客リストの管理業務、データプリントサービス等のサービスを行っております。 

《その他の事業》 

当社ではコンピュータおよびその周辺機器類の販売、ソフトウェアの開発、インターネットへの接続

サービス業務などの情報システム事業を行っているほか、子会社では医療機関向けのカルテ・薬袋等の

製造販売、投薬瓶等諸物品の販売など次の事業を行っております。 

東杏印刷株式会社 ……… 医療機関用印刷物の製造販売および医療機関用諸物品の販売 

株式会社タイパック …… 不織布製の封筒・造園資材等の製造販売ならびに機械部品等の輸出入 

株式会社メトロテック … 機械器具の自動制御装置および電子回路の設計製造販売 

 

なお、事業の系統図は次のとおりであります。 
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株式会社イムラ封筒 

封筒事業 メーリングサービス事業 その他の事業 
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 経 営 方 針  
 

（１）経営の基本方針 

当社グループは、各種封筒の製造販売事業とメーリングサービス事業を中核事業として、コン

ピュータ販売等の情報システム事業のほか、子会社による医療機関向け印刷物の製造販売などの

関連諸事業を行っております。 

こうした事業分野において、当社グループでは顧客のニーズを明確に把握し、これを基盤に、

常によりすぐれた商品、技術、サービスをシステム的に開発提供し、より良き社会の建設に貢献

することを目指しております。 

 

（２）利益配分に関する方針 

利益配分につきましては、各事業年度の業績の状況と将来の事業展開を総合的に勘案し、企業

基盤強化のための内部留保にも留意しながら、株主の皆様への安定した配当を継続することを最

重要政策の一つに位置付けております。また、業績に応じまして企業の節目ごとの記念配当等に

も配慮する所存であります。 

内部留保につきましては、将来にわたる生産設備の効率化や能力増強投資および販売・物流体

制の強化のための資金需要に備え、新規事業分野の開拓等、将来の企業発展に向けての投資に役

立てる方針であります。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方および方針 

当社は、投資家層の拡大ならびに株式流通の活性化をはかるため、投資単位の引き下げが必要

であると認識しております。投資単位の引下げにかかる施策につきましては、業績、市況等その

環境が整ったと判断し、平成18年２月１日を効力発生日とする株式分割（１：２）を実施いたし

ました。 

 

（４）中・長期的な経営戦略 

当社は、中核である封筒事業を取り巻く経営環境が極めて厳しい状況にあることを自覚し、強

固な事業構造および収益構造を確立するため、封筒を中心とした既存事業分野の再構築とメーリ

ングサービス事業を中心とした分野の拡充を図っております。具体的には、過去最高の業績を目

指すことを最重点に、2006～2008年度中期経営計画“Ｓ＆Ｉ”（Satisfaction＆Innovation）を

策定し、目標達成に向けて鋭意取り組んでおります。 

当社は、お客様満足（ＣＳ）と従業員満足（ＥＳ）の両立を目指し、会社が目指す長期的なビ

ジョンとして「①お客様から全幅の信頼を頂ける会社」および「②社員全員が生き生きと働ける

会社」を実現するため、常にイノベーションを行うことを明確に掲げ、その実現に向けた中期ビ

ジョンとして以下の３項目を掲げております。 

■質・量ともに過去最高を目指す 

■達成感を実感できる仕組みにより、業績に応じた従業員満足を追求する 

■チャレンジ精神を醸成する企業風土を目指す 

 

上記ビジョンの実現に向けた戦略テーマとして、以下の４項目を実施いたします。 

■共通：徹底した品質向上による差別化とコストダウン 

■封筒事業：販売ルートの強化による売上拡大 

■メーリングサービス事業：収益事業への脱皮 

■共通：間接費30％削減ならびに将来の付加価値業務の創造 

 

（５）親会社等に関する事項 

   当社には、親会社等はありません。 
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経営成績及び財政状態 

 

（１）当期の概況 

①業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や需要の増加を背景にした設備投資

の増加に加え、雇用情勢や個人消費にも改善が見られるなど、景気は引き続き回復基調で推移しま

した。 

封筒業界におきましては、郵政公社の第一種郵便通数や冊子小包の取扱数量および宅配業者のメ

ール便の動向によると、数量面での需要は増加基調にあると推測できますが、引き続き販売競争が

激化する一方で、原油価格高騰の長期化による原材料費への波及も懸念されるなど、当社グループ

を取り巻く環境は非常に厳しい状況で推移いたしました。 

このような経営環境のもと、当社グループは、「お客様から全幅の信頼を頂ける会社」、「社員

全員が生き生きと働ける会社」という長期ビジョン実現に向け、中期経営計画“Ｓ＆Ｉ”（Ｓａｔ

ｉｓｆａｃｔｉｏｎ ＆ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ）を策定し、提案型営業の積極的な展開などサービ

ス品質の向上によるお客様との継続的な信頼関係の強化、新商品開発ならびに製品品質の向上に努

めてまいりました。さらに、内部統制システムの充実に向け、コンプライアンス室を新設し、法令

および定款遵守の体制整備にも着手いたしました。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は130億12百万円（前中間連結会計期間比2.4％減）、経

常利益は３億73百万円（前中間連結会計期間比25.7％減）、中間純利益は１億87百万円（前中間連

結会計期間は中間純損失69百万円）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（封筒事業） 

前連結会計年度に発生した官公庁向けスポット受注の反動や地方市場における需要の減少なら

びに販売競争の激化による価格低下の影響などにより、売上高は105億93百万円（前中間連結会計

期間比2.3％減）、営業利益は４億92百万円（前中間連結会計期間比29.7％減）となりました。 

 

（メーリングサービス事業） 

選挙関連業務や冊子小包の差出代行サービスを含む提案型営業を推進するとともに、不採算受

注の抑制に努めるなど中期経営計画で掲げる収益性の改善に向けた取り組みを実施いたしました

が、売上高は13億15百万円（前中間連結会計期間比2.0％減）、営業損失は１億56百万円（前中間

連結会計期間は営業損失２億15百万円）となりました。今後とも当社の戦略部門として一層の機

能強化および体質改善に取り組んでまいります。 

 

（その他の事業） 

子会社における封入機の売上が堅調に推移いたしましたが、全般的な需要減少により、売上高

は11億４百万円（前中間連結会計期間比3.6％減）、営業利益は１百万円（前中間連結会計期間比

52.2％減）となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは９億78百万円の収入、投資

活動によるキャッシュ・フローは５億66百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは４億

22百万円の支出となったため、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10百万円減少して、当中間連結会計期間末は26億75百万円（前中間連結会計期間比27.0％

増）となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の収入は９億78百万円の収入（前中間連結会計期間比310.3％増）となりま

した。これは主に、税金等調整前中間純利益３億70百万円、減価償却費５億20百万円、売上債権

の減少額１億18百万円、仕入債務の減少額１億25百万円、法人税等の支払額１億11百万円などに

よるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の支出は５億66百万円（前中間連結会計期間は３億３百万円の支出）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２億41百万円、投資有価証券の取得によ

る支出（償還による収入を除く純額）２億75百万円、ゴルフ会員権の取得による支出37百万円な

ど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） 

財務活動による資金の支出は４億22百万円（前中間連結会計期間は１億40百万円の支出）とな

りました。これは主に、短期借入金の純減少額２億55百万円、長期借入金の純減少額86百万円、

配当金の支払額80百万円などによるものであります。 
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（２）通期の見通しと対処すべき課題 

今後のわが国経済は、原油価格の動向など依然として不透明な部分はあるものの、引き続き輸出

や生産が増加を続け、また、高水準の企業収益や雇用所得の緩やかな改善に伴って内需も増加する

と考えられることから、景気は堅調な回復を続けていくものと予想されます。 

当業界におきましては、依然として異業種との競合を含めた販売競争は厳しいものと思われます

が、一方で景気の継続的な回復の動きが販売価格や需要全体に好影響を及ぼすものと期待されます。 

このような状況のもとで当社グループは、お客様満足（ＣＳ）と従業員満足（ＥＳ）の両立を目

指すとともに、情報セキュリティ体制の強化や法令および定款遵守の体制整備にも取り組むなど、

より信頼される会社を目指した活動を実践してまいります。 

また、コスト競争力の向上に努力し、利益体質の一層の強化を図るとともに、新しい生産技術の

開発、品質管理体制およびリスク管理体制の強化に取り組むなど、着実な業績の向上に努力をいた

す所存でございます。 

 

平成19年１月期の連結業績の見通しについては、上期の業績が目標を下回ったことにより、平成

18年３月24日に発表いたしました業績の見通しを修正し、売上高は257億円（前回発表比９億円減、

前連結会計年度比0.8％減）、営業利益は５億60百万円（前連結会計年度比15.0％減）、経常利益は

５億90百万円（前回発表比90百万円減、前連結会計年度比14.2％減）、当期純利益は３億円（前回

発表比50百万円減、前連結会計年度比64.2％減）となる見込であります。 
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（４）事業等のリスク 

中間決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要

な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあります。 

 

①機密情報の取扱について 

 当社は、機密情報や個人情報の重要性を自覚し、平成15年10月にプライバシーマークの認証

を取得、また、平成17年８月に情報セキュリティ・マネジメント・システム（以下、「ＩＳＭ

Ｓ」という。）の認証を取得するなど、機密情報や個人情報を含むお客様のデータベースを取

り扱う際の運用については、十分な注意を払っております。 

 こうした取り組みにより、機密情報や個人情報が漏洩する可能性は低いと考えておりますが、

何らかの理由により機密情報や個人情報が外部に漏洩した場合には、当社グループの業績に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

 

②製品の欠陥や品質について 

当社は封筒の製造を中心に行っておりますが、お客様の大切なデータをお預かりし、それを

封入発送するというメーリングサービスも行っております。それらの業務はＩＳＭＳの認証取

得により体制強化を図っており、また品質についても十分な管理体制を行っておりますが、お

客様からのより高い品質や短納期等の要求に十分答えられなかった場合、損害賠償の負担など

により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

③取引先の信用リスクについて 

当社グループは代販店を含め数多くの取引先と掛売り取引を行なっております。当社グルー

プは市場における信用情報の収集、与信限度の定期的な見直し等を行い、取引先の信用リスク

に備えておりますが、倒産のような予期せぬ事態により債権回収に支障が発生した場合、当社

グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

④郵便制度変更等による影響について 

当社では、封筒需要の約６割程度は日本郵政公社が配達する郵便物として使用されていると

想定しております。このため、郵便制度は当社の業務と密接に関っておりますが、平成16年２

月に冊子小包郵便のサービス改善が実施された際には、当社は新たに導入された料金体系に対

応した冊子小包郵便差出代行サービスをスタートし、冊子小包郵便関連の封筒およびメーリン

グサービスの売上高を伸ばすことができました。 

このように、郵便制度が変更された場合には、それに対応したタイムリーな営業施策を実施

できるように努めておりますが、郵便料金の値上げ等、一時的な需要減退が予想される制度変

更がなされた場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

   

⑤得意先の購買形態の変化について 

当社における最も主要な営業形態は、東京、大阪圏を中心にしたお客様への直接対面販売で

ありますが、一部のお客様において、コスト削減意識の高まりや購買業務効率化の観点から、

インターネットを活用したリバースオークション等の購買形態を採用するケースが出てきてお

ります。このような購買形態が急速に拡大した場合、販売価格の下落やお客様の喪失等により、

当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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⑥季節要因による業績推移について 

当社の販売動向には次の理由により若干の季節変動があります。上半期については新年度用

の封筒が増える傾向にあること、また株主総会の招集通知用等の封筒が増えることから、業績

が上半期に偏る傾向があります。今後も同様の理由により季節変動が予想されますので、当社

グループの業績を判断する際には留意する必要があります。 

最近の２連結会計年度の上半期および下半期の業績推移は次のとおりであります。 

平成17年1月期 平成18年1月期 
項目 

上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 

売上高 (百万円) 12,651 12,139 24,790 13,329 12,565 25,894

構成比 (％) 51.0 49.0 100.0 51.5 48.5 100.0

営業利益 (百万円) 294 124 418 484 174 658

構成比 (％) 70.3 29.7 100.0 73.6 26.4 100.0

経常利益 (百万円) 308 125 433 502 185 687

構成比 (％) 71.0 29.0 100.0 73.0 27.0 100.0

 

⑦事業の赤字について 

当社が行っておりますメーリングサービス事業は、前連結会計年度において赤字幅が縮小い

たしましたが、依然として価格競争激化に伴う大口受注品の販売単価低下等により大幅な赤字

となっております。今後は収支改善を最大のテーマに掲げ、販売価格および仕入価格の見直し、

内部の効率化により収支改善を実現する方向で進めてまいります。この事業は封筒と密接に関

係する事業で、当社グループといたしましては今後の発展には必要な事業と位置付けておりま

す。しかしながら、環境が今以上に悪化し、価格競争が想定を大きく上回った場合には、当社

グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧投資リスクについて 

当社グループの所有する有価証券は、取引金融機関、販売先企業、仕入先企業等、業務上密

接な関係にある企業の株式が大半でありますが、株式市況の動向等によっては、当社グループ

の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、前連結会計年度末における投

資有価証券の総資産に対する比率は8.2％となっております。 

 

⑨自然災害の影響について 

当社は生産拠点が分散しており、自然災害に強い体質となっています。加えて災害対策や復

旧計画を検討しており想定内の災害には迅速に対応するよう努めております。しかしながら、

大規模な自然災害が発生した場合には甚大な損害を受ける可能性があります。その場合には、

製品の供給体制が確保できくなり売上の急激な低下がおこり、また修復に多額の費用が発生す

るため当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩システム障害について 

当社は受注から生産、売上までの一貫システムを全社オンライン体制で構築しており、機器

の障害には保守契約でカバーするとともに、短期間の障害であれば、人力でバックアップでき

る仕組みを構築しております。しかしながら、大規模災害やインフラ障害などにより復旧に時

間を要する場合は、システムが機能せず当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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連結財務諸表等 
１.中間連結貸借対照表 

（単位：百万円、％）

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成17年７月31日） （平成18年７月31日） （平成18年１月31日） 
科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（資産の部）   

流動資産   

現金及び預金  2,320 2,896  2,903

受取手形及び売掛金  5,520 4,185  4,289

たな卸資産  1,217 1,217  1,259

繰延税金資産  333 343  311

その他  1,547 1,365  1,416

貸倒引当金  △46 △37  △42

流動資産合計  10,893 43.4 9,972 42.3  10,137 42.7

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物  2,891 2,709  2,812

機械装置及び運搬具  3,390 3,115  3,217

土地  3,966 4,053  4,053

その他  287 227  218

有形固定資産合計  10,536 42.0 10,106 42.9  10,301 43.4

無形固定資産  273 1.1 312 1.3  334 1.4

投資その他の資産   

投資有価証券  1,566 2,182  1,950

繰延税金資産  1,124 287  310

その他  877 854  853

貸倒引当金  △174 △135  △150

投資その他の資産合計  3,392 13.5 3,189 13.5  2,963 12.5

固定資産合計  14,202 56.6 13,608 57.7  13,600 57.3

資産合計  25,096 100.0 23,580 100.0  23,738 100.0
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（単位：百万円、％）

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成17年７月31日） （平成18年７月31日） （平成18年１月31日） 
科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（負債の部）    

流動負債    

支払手形及び買掛金  3,574 2,977  3,103

短期借入金  2,460 2,530  2,785

１年内返済予定長期借入金  1,420 936  913

１年内償還社債  300 ―  ―

役員賞与引当金  ― 10  ―

賞与引当金  684 713  635

その他  1,494 1,350  1,183

流動負債合計  9,934 39.6 8,517 36.1  8,620 36.3

固定負債    

長期借入金  1,117 1,371  1,481

退職給付引当金  2,113 553  597

役員退職慰労引当金  309 335  321

その他  0 23  0

固定負債合計  3,541 14.1 2,283 9.7  2,401 10.1

負債合計  13,475 53.7 10,801 45.8  11,021 46.4

少数株主持分  10 0.0 ― ―  12 0.1

（資本の部）    

資本金  1,197 4.8 ― ―  1,197 5.0

資本剰余金  1,363 5.4 ― ―  1,363 5.7

利益剰余金  8,828 35.2 ― ―  9,655 40.7

その他有価証券評価差額金  245 1.0 ― ―  512 2.2

自己株式  △24 △0.1 ― ―  △24 △0.1

資本合計  11,610 46.3 ― ―  12,704 53.5

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
 25,096 100.0 ― ―  23,738 100.0

（純資産の部）    

株主資本    

資本金  ― ― 1,197 5.1  ― ―

資本剰余金  ― ― 1,363 5.8  ― ―

利益剰余金  ― ― 9,737 41.3  ― ―

自己株式  ― ― △24 △0.1  ― ―

株主資本合計  ― ― 12,273 52.1  ― ―

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  ― ― 490 2.0  ― ―

評価・換算差額等合計  ― ― 490 2.0  ― ―

少数株主持分  ― ― 14 0.1  ― ―

純資産合計  ― ― 12,778 54.2  ― ―

負債及び純資産合計  ― ― 23,580 100.0  ― ―
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２．中間連結損益計算書 

（単位：百万円、％）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

 (自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

 (自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

 (自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

科 目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

    

売上高  13,329 100.0 13,012 100.0  25,894 100.0

売上原価  10,182 76.4 9,969 76.6  19,911 76.9

売上総利益  3,146 23.6 3,043 23.4  5,982 23.1

販売費及び一般管理費   

運搬費及び荷造包装費 433 439 858 

給与 900 898 1,796 

役員賞与引当金繰入額 ― 10 ― 

賞与引当金繰入額 262 273 245 

退職給付費用 35 52 68 

法定福利費 150 151 298 

役員退職慰労引当金繰入額 11 14 23 

減価償却費 97 103 220 

貸倒引当金繰入額 8 0 10 

その他 760 2,661 19.9 749 2,691 20.7 1,801 5,323 20.5

営業利益  484 3.7 352 2.7  658 2.6

営業外収益   

受取利息 4 6 10 

受取配当金 12 13 20 

受取賃貸料 6 8 13 

役員積立保険満期返戻金 0 1 1 

雑収入 21 45 0.3 19 49 0.4 39 85 0.3

営業外費用   

支払利息 22 18 42 

手形売却損 1 1 3 

雑損失 4 28 0.2 8 28 0.2 10 56 0.2

経常利益  502 3.8 373 2.9  687 2.7

特別利益   

固定資産売却益 0 0 0 

投資有価証券売却益 0 ― 0 

貸倒引当金戻入益 5 11 9 

ゴルフ会員権償還益 21 ― 21 

厚生年金基金代行返上益 ― 26 0.2 ― 12 0.0 1,412 1,443 5.6

特別損失   

固定資産売却損 ― 0 3 

固定資産除却損 10 13 25 

減損損失 531 ― 531 

ゴルフ会員権評価損 1 ― 1 

厚生年金基金代行返上損 ― 543 4.1 1 15 0.1 ― 561 2.2

税金等調整前 
中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

 △14 △0.1 370 2.8  1,570 6.1

法人税、住民税及び事業税 197 171 221 

法人税等調整額 △144 53 0.4 6 178 1.4 508 729 2.9

少数株主利益  1 0.0 3 0.0  3 0.0

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

 △69 △0.5 187 1.4  837 3.2
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３．中間連結剰余金計算書 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 科 目 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

資本剰余金期首残高  1,363  1,363 

資本剰余金中間期末(期末)残高  1,363  1,363 

（利益剰余金の部）     

利益剰余金期首残高  9,000  9,000 

利益剰余金増加高     

当期純利益 ― ― 837 837 

利益剰余金減少高     

中間純損失 69  ―  

配当金 80  160  

役員賞与 22 171 22 182 

利益剰余金中間期末(期末)残高  8,828  9,655 

      

 

４．中間連結株主資本等変動計算書 
当中間連結会計期間(自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日) 

（単位：百万円）

株主資本 
評価・換算差

額等 
    

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

その他有価証券

評価差額金 

少数株主持分

平成18年1月31日残高 1,197 1,363 9,655 △24 12,191 512 12

中間連結会計期間中の 

変動額 
  

剰余金の配当 ― ― △80 ― △80 ― ―

役員賞与 ― ― △25 ― △25 ― ―

中間純利益 ― ― 187 ― 187 ― ―

株主資本以外の項目の

中間連結会計期間中の

変動額（純額） 

― ― ― ― ― △22 1

中間連結会計期間中の 

変動額合計 
― ― 82 ― 82 △22 1

平成18年7月31日残高 1,197 1,363 9,737 △24 12,273 490 14
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５．中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自 平成17年２月１日

至 平成17年７月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 

至 平成18年１月31日)
科 目 

金額 金額 金額 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間(当期)純利益又は中間純損失(△) △14 370 1,570 

減価償却費 555 520 1,152 

減損損失 531 ― 531 

厚生年金基金代行返上益 ― ― △1,412 

貸倒引当金の増加額(△減少額) 3 △20 △25 

役員賞与引当金の増加額 ― 10 ― 

賞与引当金の増加額(△減少額) 46 77 △2 

退職給付引当金の減少額 △93 △44 △197 

役員退職慰労引当金の増加額 10 14 22 

受取利息及び受取配当金 △17 △20 △31 

投資有価証券売却益 △0 ― △0 

ゴルフ会員権償還益 △21 ― △21 

支払利息 22 18 42 

固定資産除却損 10 13 25 

売上債権の減少額(△増加額) △1,360 118 △104 

たな卸資産の減少額 131 31 89 

仕入債務の増加額(△減少額) 485 △125 14 

その他 86 127 25 

小 計 375 1,091 1,678 

利息及び配当金の受取額 15 18 29 

利息の支払額 △22 △20 △42 

法人税等の支払額 △129 △111 △238 

営業活動によるキャッシュ・フロー 238 978 1,427 

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 △344 △241 △779 

有形固定資産の売却による収入 0 0 0 

無形固定資産の取得による支出 △34 △30 △155 

投資有価証券の取得による支出 △50 △375 △86 

投資有価証券の売却による収入 214 ― 314 

投資有価証券の償還による収入 ― 100 ― 

貸付による支出 △4 △2 △4 

貸付金の回収による収入 1 1 4 

定期預金の増加額 △4 △4 △9 

ゴルフ会員権の取得による支出 ― △37 ― 

ゴルフ会員権の償還による収入 24 ― 24 

その他 △104 23 △23 

投資活動によるキャッシュ・フロー △303 △566 △714 

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 598 △255 923 

長期借入れによる収入 100 450 870 

長期借入金の返済による支出 △757 △536 △1,672 

社債の償還による支出 ― ― △300 

配当金の支払額 △79 △80 △160 

少数株主への配当金の支払額 △0 △0 △0 

少数株主への株式の発行による収入 ― ― 1 

財務活動によるキャッシュ・フロー △140 △422 △338 

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ― 

現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △205 △10 373 

現金及び現金同等物の期首残高 2,312 2,685 2,312 

現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 2,106 2,675 2,685 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数 ４社 

連結子会社名…東杏印刷株式会社 

株式会社タイパック 

株式会社メトロテック 

株式会社津田イムラ 

           

（2）非連結子会社の名称等…該当事項はありません。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

1) 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

償却原価法 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの…中間決算末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 
時価のないもの…投資事業有限責任組合出資金については、当該投資事業有限責任組合の直

近事業年度における純資産の当社持分割合で評価 
その他については、移動平均法による原価法 

 

2) デリバティブ…時価法 

 

3) たな卸資産…主として移動平均法による原価法 

 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

1) 有形固定資産 

法人税法の規定による定率法 

ただし、平成10年４月１日以後取得の建物(建物附属設備を除く)については、法人税法の規定

による定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物    ３年～75年 

機械装置及び運搬具  ４年～10年 

 

2) 無形固定資産 

法人税法の規定による定額法 

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法 

 

（3）重要な引当金の計上基準 

1) 貸倒引当金 

債権の貸倒損失の発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率(法人税法の法定繰入率が

貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

2) 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支出に備えるため、支出見込額のうち当中間連結会計期間に負担すべき金

額を計上しております。 
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（会計処理の変更） 

当中間連結会計期間から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月

29日 企業会計基準第４号）を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益が10百万円

減少しております。 

  

3) 賞与引当金 

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。 

 

4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(３年)による定額

法により、発生年度から費用処理することとしております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による

定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

   

5) 役員退職慰労引当金 

役員に支給する退職慰労金に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 

 

（4）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

（5）重要なヘッジ会計の方法 

1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては特例処理を適用しております。 

 

2) ヘッジ手段とヘッジ対象   

ヘッジ手段…金利スワップ   

ヘッジ対象…長期借入金 

 

3) ヘッジ方針 

変動金利の長期借入金については、社内規程に基づき、金利スワップにより金利変動リスクを

ヘッジしております。 

 

4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象及びヘッジ手段に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジ有効性の判定は省略

しております。 

 

（6）その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理…税抜方式によっております。 

 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 
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会計処理の変更 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は12,763百万円であります。 

中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結財務諸表は、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年７月31日) 

前連結会計年度末 
(平成18年１月31日) 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

19,631百万円 

１ 有形固定資産の減価償却累計額

20,138百万円

１ 有形固定資産の減価償却累計額

19,823百万円

   

２ 担保資産 

(1) 流動資産 

担保提供資産 

その他 254百万円

担保資産に対応する債務 

手形債権売却
に伴う買戻し
義務 

242百万円

 

２ 担保資産 

(1) 流動資産 

担保提供資産 

その他 363百万円

担保資産に対応する債務 

手形債権売却
に伴う買戻し
義務 

236百万円

 

２ 担保資産 

(1) 流動資産 

担保提供資産 

その他 484百万円

担保資産に対応する債務 

手形債権売却
に伴う買戻し
義務 

314百万円

 
   

(2) 固定資産 

担保提供資産 

建物及び 
構築物 

2,242百万円

機械装置 
及び運搬具 

2,691百万円

土地 2,205百万円

合計 7,138百万円
 

(2) 固定資産 

担保提供資産 

建物及び 
構築物 

2,077百万円

機械装置 
及び運搬具

2,428百万円

土地 2,205百万円

合計 6,711百万円
 

(2) 固定資産 

担保提供資産 

建物及び 
構築物 

2,158百万円

機械装置 
及び運搬具 

2,544百万円

土地 2,205百万円

合計 6,908百万円
 

   

上記固定資産のうち工場財

団抵当に供している資産 

建物及び 
構築物 

2,183百万円

機械装置 
及び運搬具 

2,691百万円

土地 2,136百万円

合計 7,010百万円
 

上記固定資産のうち工場財

団抵当に供している資産 

建物及び 
構築物 

2,021百万円

機械装置 
及び運搬具

2,428百万円

土地 2,136百万円

合計 6,586百万円
 

上記固定資産のうち工場財

団抵当に供している資産 

建物及び 
構築物 

2,101百万円

機械装置 
及び運搬具 

2,544百万円

土地 2,136百万円

合計 6,782百万円
 

   

担保資産に対応する債務 

短期借入金 760百万円

長期借入金 
(１年以内 
返済予定額 
を含む) 

1,399百万円

合計 2,159百万円
 

担保資産に対応する債務 

短期借入金 960百万円

長期借入金
(１年以内
返済予定額
を含む) 

1,304百万円

合計 2,264百万円
 

担保資産に対応する債務 

短期借入金 1,060百万円

長期借入金 
(１年以内 
返済予定額 
を含む) 

1,340百万円

合計 2,400百万円
 

   

上記債務のうち工場財団抵

当に対応する債務 

短期借入金 700百万円

長期借入金 
(１年以内 
返済予定額 
を含む) 

1,149百万円

合計 1,849百万円
 

上記債務のうち工場財団抵

当に対応する債務 

短期借入金 750百万円

長期借入金
(１年以内 
返済予定額
を含む) 

1,154百万円

合計 1,904百万円
 

上記債務のうち工場財団抵

当に対応する債務 

短期借入金 850百万円

長期借入金 
(１年以内 
返済予定額 
を含む) 

1,190百万円

合計 2,040百万円
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前中間連結会計期間末 
(平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年７月31日) 

前連結会計年度末 
(平成18年１月31日) 

 ３ 保証債務 

(1) 従業員の住宅取得に基づく

金融機関からの借入金に対

して、次のとおり保証を行

っております。 

45百万円 

 ３ 保証債務 

(1) 従業員の住宅取得に基づく

金融機関からの借入金に対

して、次のとおり保証を行

っております。 

36百万円

 ３ 保証債務 

(1) 従業員の住宅取得に基づく

金融機関からの借入金に対

して、次のとおり保証を行

っております。 

40百万円

   

(2) 下記の会社に対して、手形

債権売却に伴う買戻し義務

があります。 

ブルーヘブン・ファンデ
ィング・コーポレーショ
ン 

242百万円 
 

(2) 下記の会社に対して、手形

債権売却に伴う買戻し義務

があります。 

クレセール・アセット・
ファンディング・コーポ
レーション 

236百万円
 

(2) 下記の会社に対して、手形

債権売却に伴う買戻し義務

があります。 

クレセール・アセット・
ファンディング・コーポ
レーション 

314百万円
 

   

 ４ 受取手形割引高 

12百万円 

 ４      ―  ４      ― 

   

５ 中間期末日満期手形の会計処

理については、手形交換日を

もって決済処理をしておりま

す。 

なお、当中間連結会計期間の

末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間期末日満期

手形が中間連結会計期間末残

高に含まれております。 

受取手形 253百万円 

支払手形 91百万円 

設備関係 
支払手形 

37百万円 

 

５      ― ５      ― 
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(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１ 固定資産売却益の内容は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円 

その他 0百万円 

合計 0百万円 
 

１ 固定資産売却益の内容は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具

0百万円

合計 0百万円
 

１ 固定資産売却益は、主として

機械装置及び運搬具の売却に

よるものであります。 

   

２      ― 

 

２ 固定資産売却損の内容は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円

合計 0百万円
 

２ 固定資産売却損の内容は、次

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

3百万円

機械装置 
及び運搬具 

0百万円

合計 3百万円
 

   

３ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

2百万円 

機械装置 
及び運搬具 

1百万円 

その他 2百万円 

無形固定資産 5百万円 

合計 10百万円 
 

３ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

0百万円

機械装置 
及び運搬具 

11百万円

その他 1百万円

合計 13百万円
 

３ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

7百万円

機械装置 
及び運搬具 

6百万円

その他 6百万円

無形固定資産 5百万円

合計 25百万円
 

   

４ 減損損失 

当社グループは、以下の資産

グループについて減損損失を

計上しました。 

用途 種類 場所 
減損損失 

(百万円) 

封入 

設備等 

(注)1 

機械 

装置等 

東京都昭島市 

大阪市平野区 
398 

情報 

機器等 

(注)2 

器具 

及び 

備品等 

奈良県橿原市 10 

遊休 

(注)3 

機械 

装置等 

奈良県葛城市 

神奈川県相模

原市他 

29 

遊休 土地 静岡県裾野市 5 

遊休 土地 茨城県谷和原村 87 

計 531 

  

４      ― ４ 減損損失 

当社グループは、以下の資産

グループについて減損損失を

計上しました。 

用途 種類 場所 
減損損失

(百万円)

封入

設備等

(注)1

機械 

装置等 

東京都昭島市 

大阪市平野区 
398 

情報

機器等

(注)2

器具 

及び 

備品等 

奈良県橿原市 10 

遊休

(注)3

機械 

装置等 

奈良県葛城市 

神奈川県相模

原市他 

29 

遊休 土地 静岡県裾野市 5 

遊休 土地 茨城県谷和原村 87 

計 531 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

(注)１ 封入設備等はメーリングサービ

ス事業に供している資産であ

り、その減損損失の主な内訳は

次のとおりであります。 

建物及び構築物 157百万円 

機械装置 

及び運搬具 
187百万円 

その他(工具器具

及び備品) 
25百万円 

無形固定資産 25百万円 
 

 (注)１ 封入設備等はメーリングサービ

ス事業に供している資産であ

り、その減損損失の主な内訳は

次のとおりであります。 

建物及び構築物 157百万円

機械装置 

及び運搬具 
187百万円

その他(工具器具

及び備品) 
25百万円

無形固定資産 25百万円
 

(注)２ 情報機器等はその他の事業のう

ち情報システム事業に供してい

る資産であり、その減損損失の

主な内訳は次のとおりでありま

す。 

その他(工具器具

及び備品) 
4百万円 

無形固定資産 3百万円 
 

 (注)２ 情報機器等はその他の事業のう

ち情報システム事業に供してい

る資産であり、その減損損失の

主な内訳は次のとおりでありま

す。 

その他(工具器具

及び備品) 
4百万円

無形固定資産 3百万円
 

(注)３ 遊休資産(土地を除く)の減損損

失の主な内訳は次のとおりであ

ります。 

機械装置 

及び運搬具 
29百万円 

 

 (注)３ 遊休資産(土地を除く)の減損損

失の主な内訳は次のとおりであ

ります。 

機械装置 

及び運搬具 
29百万円

 

（経緯） 

メーリングサービス事業及び

情報システム事業において

は、価格競争の激化などによ

り、今後も経常的な損失が予

想されます。また、遊休資産

については、今後の利用計画

もなく、さらに土地に関して

は地価も著しく下落しており

ますので、減損損失を認識

し、531百万円を特別損失に

計上いたしました。 

 

 （経緯） 

メーリングサービス事業及び

情報システム事業において

は、価格競争の激化などによ

り、今後も経常的な損失が予

想されます。また、遊休資産

については、今後の利用計画

もなく、さらに土地に関して

は地価も著しく下落しており

ますので、減損損失を認識

し、531百万円を特別損失に

計上いたしました。 

 

（グルーピングの方法） 

   事業の種類別セグメントを基

本とし、将来の使用が見込ま

れていない遊休資産について

は、個々の物件単位でグルー

ピングをしております。 

 

 （グルーピングの方法） 

   事業の種類別セグメントを基

本とし、将来の使用が見込ま

れていない遊休資産について

は、個々の物件単位でグルー

ピングをしております。 

 

（回収可能価額の算定方法等） 

正味売却価額(鑑定による) 

 （回収可能価額の算定方法等）

正味売却価額(鑑定による) 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日) 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数 
増加株式数 減少株式数 

当中間連結会計期

間末株式数 

普通株式（株） 10,729,370 10,729,370 ― 21,458,740

 （変動事由の概要） 

  普通株式の増加は、平成17年12月16日開催の取締役会決議により、平成18年２月１日付で

１株を２株に分割したことによるものであります。 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数 
増加株式数 減少株式数 

当中間連結会計期

間末株式数 

普通株式（株） 48,967 48,967 ― 97,934

（変動事由の概要） 

自己株式の増加は、平成17年12月16日開催の取締役会決議により、平成18年２月１日付で

１株を２株に分割したことによるものであります。 

 

３．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

(百万円) 

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成18年４月26日

定時株主総会 
普通株式 80 7.50 平成18年１月31日 平成18年４月27日

 

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計

期間後となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成18年９月27日

取締役会 
普通株式 利益剰余金 85 4.00

平成18年 

７月31日 

平成18年

10月12日

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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17年７月31日) 

現金及び 
預金勘定 

2,320百万円

預入期間が 
３か月を超える 
定期性預金 

△214百万円

現金及び 
現金同等物 

2,106百万円

   

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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18年７月31日)

現金及び 
預金勘定 

2,896百万円

預入期間が 
３か月を超える
定期性預金 

△221百万円

現金及び 
現金同等物 

2,675百万円

   

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と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18年１月31日)

現金及び 
預金勘定 

2,903百万円

預入期間が 
３か月を超える 
定期性預金 

△217百万円

現金及び 
現金同等物 

2,685百万円
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント】 

前中間連結会計期間(自 平成17年２月１日 至 平成17年７月31日) 

 

 
封筒事業 
(百万円) 

メーリング
サービス事業
(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高及び営業利益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

10,841 1,342 1,145 13,329 ― 13,329

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高 

30 0 89 119 ( 119) ―

計 10,872 1,342 1,234 13,448 ( 119) 13,329

営業費用 10,171 1,557 1,231 12,960 ( 116) 12,844

営業利益又は 
営業損失(△) 

700 △215 3 488 (  3) 484

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 封筒事業 

  長形封筒、角形封筒、洋形封筒、窓付き封筒等の各種封筒の製造及び販売 

(2) メーリングサービス事業 

  ダイレクトメールの企画、製作、封入発送代行 

  冊子類及び各種販売促進用商品等の封入発送 

  データプリントサービス 

(3) その他の事業 

  オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ及び周辺機器類の販売 

  ソフトウェアの開発 

  医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売 

  不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入 

  機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日) 

 

 
封筒事業 
(百万円) 

メーリング
サービス事業
(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高及び営業利益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

10,593 1,315 1,104 13,012 ― 13,012

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高 

328 0 79 407 ( 407) ―

計 10,921 1,315 1,183 13,420 ( 407) 13,012

営業費用 10,429 1,471 1,182 13,083 ( 422) 12,660

営業利益又は 
営業損失(△) 

492 △156 1 337 14 352
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(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 封筒事業 

  長形封筒、角形封筒、洋形封筒、窓付き封筒等の各種封筒の製造及び販売 

(2) メーリングサービス事業 

  ダイレクトメールの企画、製作、封入発送代行 

  冊子類及び各種販売促進用商品等の封入発送 

  データプリントサービス 

(3) その他の事業 

  オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ及び周辺機器類の販売 

  ソフトウェアの開発 

  医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売 

  不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入 

  機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売 

 

前連結会計年度(自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日) 

 

 
封筒事業 
(百万円) 

メーリング
サービス事業
(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高及び営業利益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

20,933 2,720 2,240 25,894 ― 25,894

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高 

200 0 183 383 ( 383) ―

計 21,133 2,721 2,423 26,278 ( 383) 25,894

営業費用 20,074 3,112 2,422 25,610 ( 374) 25,235

営業利益又は 
営業損失(△) 

1,058 △391 0 667 (  8) 658

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 封筒事業 

  長形封筒、角形封筒、洋形封筒、窓付き封筒等の各種封筒の製造及び販売 

(2) メーリングサービス事業 

  ダイレクトメールの企画、製作、封入発送代行 

  冊子類及び各種販売促進用商品等の封入発送 

  データプリントサービス 

(3) その他の事業 

  オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ及び周辺機器類の販売 

  ソフトウェアの開発 

  医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売 

  不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入 

  機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売 
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【所在地別セグメント】 

前中間連結会計期間(自 平成17年２月１日 至 平成17年７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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年２月１日 至 平成18年７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。 

 

前連結会計年度(自 平成17年２月１日 至 平成18年１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】 

前中間連結会計期間(自 平成17年２月１日 至 平成17年７月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

(リース取引関係) 

    ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 
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(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末) 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 
前中間連結会計期間末 
(平成17年７月31日) 

(1) 満期保有目的の債券 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

その他 100 97 △2 

(2) その他有価証券 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

①株式 664 1,091 427 

②債券 185 170 △14 

③その他 140 141 0 

計 989 1,403 413 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 
 

区分 
前中間連結会計期間末 
(平成17年７月31日) 

その他有価証券 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

非上場株式 3 

中小企業等投資事業有限責任組合 59 

計 62 

 

(当中間連結会計期間末) 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 
当中間連結会計期間末 
(平成18年７月31日) 

(1) 満期保有目的の債券 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

その他 300 277 △22 

(2) その他有価証券 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

①株式 729 1,578 848 

②債券 185 157 △27 

③その他 51 55 4 

計 965 1,791 825 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 
 

区分 
当中間連結会計期間末 
(平成18年７月31日) 

その他有価証券 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

非上場株式 3 

中小企業等投資事業有限責任組合 86 

計 90 
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(前連結会計年度末) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
前連結会計年度末 
(平成18年１月31日) 

(1) 満期保有目的の債券 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

その他 100 100 0 

(2) その他有価証券 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

①株式 664 1,536 872 

②債券 185 169 △15 

③その他 40 48 7 

計 890 1,754 863 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

 

区分 
前連結会計年度末 
(平成18年１月31日) 

その他有価証券 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

非上場株式 3 

中小企業等投資事業有限責任組合 92 

計 95 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 

 

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係) 

該当するものはありません。 

 

(ストック・オプション関係) 

該当するものはありません。 
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生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

 

事業の種類別セグメント 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

封筒事業 10,423 △2.8 

メーリングサービス事業 1,089 △7.3 

その他の事業 737 2.5 

合計 12,250 △2.9 

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

 

事業の種類別セグメント 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

封筒事業 10,526 △1.9 965 △0.9 

メーリングサービス事業 1,199 △7.7 85 26.4 

合計 11,726 △2.5 1,050 0.9 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他の事業については、子会社が主として見込生産であるため、「受注高」及び「受注残高」の記載

を省略しております。 

 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

 

事業の種類別セグメント 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

封筒事業 10,593 △2.3 

メーリングサービス事業 1,315 △2.0 

その他の事業 1,104 △3.6 

合計 13,012 △2.4 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 


