
 27

 

平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要        平成 18 年 11 月 1 日 
 

上場会社名     共同印刷株式会社 
コード番号       ７９１４ 
(ＵＲＬ http://www.kyodoprinting.co.jp） 
代  表  者  役職名 代 表 取 締 役 社 長           氏名 稲木 歳明 
問合せ先責任者  役職名 専 務 取 締 役  氏名 谷  公明  TEL (03)3817-2101 
中間決算取締役会開催日  平成 18 年 11 月 1 日  配当支払開始日  平成 18 年 12 月４日 
単元株制度採用の有無             有（１単元 1,000 株） 
 

１．18 年 9 月中間期の業績（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日） 
（１）経営成績                                   （百万円未満切捨て） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 
 百万円 % 百万円 % 百万円 %
18 年 9 月中間期 50,999 3.9 345 △26.5 911 △19.8
17 年 9 月中間期 49,076 0.7 469 176.5 1,136 56.7
18 年 3 月期 103,103 △0.0 1,416 △11.6 2,294 △8.1

 
 中間（当期）純利益 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 百万円 %          円 銭

18 年 9 月中間期 505 － 5 ． 60 
17 年 9 月中間期 △654 － △7 ． 26 
18 年 3 月期 33 △97.6 0 ． 37 

（注）①期中平均株式数         18年9月中間期 90,150,449株   17年9月中間期  90,158,313株    18年3月期  90,155,889株 

      ②会計処理の方法の変更  無 

   ③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）財政状態 
 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

18 年 9 月中間期 98,443  50,182  51.0  556 ． 66 
17 年 9 月中間期 95,105  49,809  52.4  552 ． 47 
18 年 3 月期 101,334  51,502  50.8  571 ． 29 

（注）①期末発行済株式数          18年9月中間期 90,149,509株   17年9月中間期  90,156,365株    18年3月期  90,151,405株 

      ②期末自己株式数            18年9月中間期 50,491株       17年9月中間期  43,635株        18年3月期  48,595株 
 

２．19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日） 

 

 
売 上 高 経常利益 当期純利益 

      百万円       百万円           百万円
 通    期 

107,000 2,400 1,800 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    19 円 97 銭 
 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 
 中間期末 期末 年間 
18 年 3 月期 4.00 4.00 8.00 
19年 3月期（実績） 4.00 － 
19年 3月期（予想） － 4.00 

8.00 

 
※上記の予想は本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提としています。実際の業績は 

今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

上場取引所  東 
本社所在都道府県 
東京都 

（財）財務会計基準機構会員
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中間貸借対照表 
 
 

  
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
増減 

（△は減） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  8,327 8,561 △234 9,919

２．受取手形 ※２ 5,025 5,080 △54 5,456

３．売掛金  22,134 20,176 1,957 21,747

４．たな卸資産  7,536 6,611 925 6,388

５．繰延税金資産  516 569 △52 549

６．その他  401 393 8 354

       貸倒引当金  △119 △303 184 △184

流動資産合計  43,823 44.5 41,089 43.2 2,734 44,231 43.6

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物  11,545 12,066 △521 11,932

(2）機械及び装置  11,551 10,606 944 11,438

(3）土地  11,925 11,384 540 11,925

(4）その他  1,917 2,163 △246 1,617

  有形固定資産合計  36,939 36,222 717 36,913

２．無形固定資産  449 519 △70 459

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  16,084 16,145 △60 18,545

(2）その他  1,374 1,305 68 1,332

    貸倒引当金  △228 △177 △51 △148

  投資その他の資産合計  17,230 17,273 △43 19,729

固定資産合計  54,619 55.5 54,016 56.8 603 57,102 56.4

資産合計  98,443 100.0 95,105 100.0 3,337 101,334 100.0
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当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
増減 

（△は減） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形  2,589 2,827 △237 3,173

２．買掛金  19,841 17,796 2,044 19,292

３．一年内に返済する 
    長期借入金 

 780 456 324 780

４．一年内に償還する社債  － 5,000 △5,000 5,000

５．未払法人税等  334 717 △383 610

６．未払費用  2,032 1,974 58 2,020

７．賞与引当金  1,014 1,029 △15 1,007

８．役員賞与引当金  25 － 25 －

９．設備関係支払手形  691 323 367 451

10．その他  2,471 2,578 △107 2,434

流動負債合計  29,779 30.2 32,703 34.4 △2,923 34,770 34.3

Ⅱ 固定負債   

１．社債  10,000 5,000 5,000 5,000

２．長期借入金  1,530 500 1,030 1,920

３．繰延税金負債  359 456 △97 1,412

４．退職給付引当金  6,199 6,211 △11 6,284

５．役員退職引当金  324 348 △24 375

６．その他  68 76 △8 67

固定負債合計  18,481 18.8 12,593 13.2 5,888 15,061 14.9

負債合計  48,261 49.0 45,296 47.6 2,964 49,831 49.2

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  4,510 4.6 － － － － －

２．資本剰余金   

 (1）資本準備金  1,742 － － －

 (2）その他資本剰余金  0 － － －

  資本剰余金合計  1,743 1.8 － － － － －

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  1,127 － － －

(2）その他利益剰余金   

    特別償却準備金  13 － － －

    固定資産圧縮積立金  2,001 － － －

    別途積立金  34,928 － － －

    繰越利益剰余金  836 － － －

  利益剰余金合計  38,906 39.5 － － － － －

４．自己株式  △21 △0.0 － － － － －

株主資本合計  45,138 45.9 － － － － －

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差額金  5,043 5.1 － － － － －

評価・換算差額等合計  5,043 5.1 － － － － －

純資産合計  50,182 51.0 － － － － －

負債及び純資産合計  98,443 100.0 － － － － －

   



 30

  
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
増減 

（△は減） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  － － 4,510 4.8 － 4,510 4.4

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  － 1,742 － 1,742

２．その他資本剰余金  － － － 0

  資本剰余金合計  － － 1,742 1.8 － 1,743 1.7

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  － 1,127 － 1,127

２．任意積立金  － 36,987 － 36,987

３．中間（当期）未処分利益  － 320 － 647

利益剰余金合計  － － 38,435 40.4 － 38,762 38.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  － － 5,138 5.4 － 6,507 6.4

Ⅴ 自己株式  － － △17 △0.0 － △20 △0.0

資本合計  － － 49,809 52.4 － 51,502 50.8

負債・資本合計  － － 95,105 100.0 － 101,334 100.0
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中間損益計算書 
 
 

  
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日）

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日）

増減 
（△は減） 

 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

Ⅰ 売上高  50,999 100.0 49,076 100.0 1,923 103,103 100.0

Ⅱ 売上原価 ※３ 44,080 86.4 41,889 85.4 2,191 87,832 85.2

       売上総利益  6,918 13.6 7,187 14.6 △268 15,271 14.8

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３ 6,573 12.9 6,717 13.7 △144 13,855 13.4

       営業利益  345 0.7 469 0.9 △124 1,416 1.4

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息及び配当金  195 166  213

２．雑収入  617 692  1,049

    合計  812 1.6 859 1.8 △47 1,263 1.2

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  106 90  180

２．雑支出  140 101  203

    合計  246 0.5 192 0.4 53 384 0.4

       経常利益  911 1.8 1,136 2.3 △224 2,294 2.2

Ⅵ 特別利益   

１．関係会社株式売却益  2 －  －

２．貸倒引当金戻入益  － 61  192

３．その他  － 0  0

    合計  2 0.0 61 0.1 △59 193 0.2

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産処分損 ※２ 59 111  217

２．投資有価証券評価損  13 14  14

３．減損損失 ※５ 69 1,688  1,762

４．その他  － －  4

    合計  143 0.3 1,813 3.7 △1,670 1,998 1.9

       税引前中間（当期） 
       純利益又は税引前 

中間純損失（△） 
 770 1.5 △615 △1.3 1,385 489 0.5

       法人税、住民税 
       及び事業税 

※４ 286 612  989

       法人税等調整額 ※４ △20 △573  △532

    合計  265 0.5 38 0.0 226 456 0.5

       中間（当期）純利益 
又は中間純損失（△） 

 505 1.0 △654 △1.3 1,159 33 0.0

       前期繰越利益  － 974  974

       中間配当額  － －  360

       中間（当期）未処分利益  － 320  647
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中間株主資本等変動計算書 
 
当中間会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金
資本 

準備金 

その他

資本 

剰余金

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金
特別 

償却 

準備金

固定資

産圧縮

積立金

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

平成18年３月31日 残高 4,510 1,742 0 1,743 1,127 6 2,052 34,928 647 38,762 △20 44,994

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の積立（注）  9  △9 － －

特別償却準備金の取崩（注）  △1  1 － －

特別償却準備金の取崩  △1  1 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 

（注） 
 △34  34 － －

固定資産圧縮積立金の取崩  △16  16 － －

剰余金の配当（注）   △360 △360 △360

中間純利益   505 505 505

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
   

中間会計期間中の変動額合計 － － － － － 6 △51 － 188 144 △0 143

平成18年９月30日 残高 4,510 1,742 0 1,743 1,127 13 2,001 34,928 836 38,906 △21 45,138

 

 

 

 

評価・換算差額等 
 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 6,507 6,507 51,502

中間会計期間中の変動額  

特別償却準備金の積立（注）  －

特別償却準備金の取崩（注）  －

特別償却準備金の取崩  －

固定資産圧縮積立金の取崩 

（注） 
 －

固定資産圧縮積立金の取崩  －

剰余金の配当（注）  △360

中間純利益  505

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△1,463 △1,463 △1,463

中間会計期間中の変動額合計 △1,463 △1,463 △1,320

平成18年９月30日 残高 5,043 5,043 50,182

 
（注）平成 18 年 6 月 29 日の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 
１．資産の評価基準及び評価方法 

  （１）有価証券 
        ａ．子会社株式及び関連会社株式 
            移動平均法による原価法 
        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 

  移動平均法による原価法 
  （２）たな卸資産 

 ・製品、仕掛品 
    個別法による原価法 
 ・原材料、貯蔵品 
    先入先出法による原価法 

 
２．固定資産の減価償却の方法 

  （１）有形固定資産 
  定率法。なお、主な耐用年数については、以下のとおりであります。 
  建物            31～50 年 
  機械及び装置    10～11 年 

  （２）無形固定資産 
  定額法。なお、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

基づいております。 
  （３）長期前払費用 

  均等償却。 
 
３．繰延資産の処理方法 

   社債発行費 
    支出時に全額費用として処理しております。 
 
４．引当金の計上基準 

  （１）貸倒引当金 
  債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率、貸倒懸念債権及び破

産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 
  （２）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を期間に対応して計上しております。 
  （３）役員賞与引当金 
     役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を期間に対応して計上しております。 
  （４）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当期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。 
 過去勤務債務については、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（８年）

による定額法により費用処理しております。 
  数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（8 年）による定額法により、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。 
  （５）役員退職引当金 

  役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 
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５．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。 
 
６．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、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しており

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･･････借入金 
  （３）ヘッジ方針 

 社内管理規程にそって、金利の市場変動による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 

 金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため、ヘッジ有効性の判定を省略して

おります。 
 

 ７．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。 
 

 
 
 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

（役員賞与に関する会計基準） 
  当中間会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第 4号 平成 17年 11月 29日）

を適用しております。 
  これにより、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ 25 百万円減少しております。 
 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 
  当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第 5 号 

平成 17 年 12 月 9 日）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

会計基準適用指針第８号 平成 17 年 12 月 9 日）を適用しております。 
  これまでの資本の部の合計に相当する金額は、50,182 百万円であります。 
    なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。 
 
 
 

 
追加情報 

 
（重要な資産の譲渡について） 
  当社は平成 18 年９月 27 日の取締役会において、当社の連結子会社である近畿共同印刷株式会社の

移転に伴い、同社の土地について譲渡することを決議いたしました。 
①譲渡する相手会社       株式会社富士住研 
②譲渡資産の種類、譲渡前の使途 土地 7,556.63 ㎡ 同社の工場および事務所として使用 
③譲渡の時期          平成 19 年 2 月 28 日に引渡し（予定） 
④譲渡価額           1,055 百万円 
⑤譲渡益            約 900 百万円（譲渡経費控除後） 
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注記事項 
 
（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

69,635百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

67,958百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

69,035百万円

※２ 中間会計期間末日満期手形の処理 

中間会計期間末日満期手形は、手形

交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間会計期間末日は、金

融機関が休日であったため次の中間

会計期間末日満期手形が中間会計期

間末残高に含まれております。 

受取手形         616百万円 

                                      

  ３ 偶発債務（保証債務等） 

下記関係会社の金融機関よりの借入

金について保証等を行っておりま

す。 

  共同総業株式会社 

375百万円 

  キョウドウプリンティングカンパ

ニー（シンガポール）プライベー

トリミテッド  

                     711百万円 

（9,467千シンガポールドル） 

  ２ 偶発債務（保証債務等） 

下記関係会社の金融機関よりの借

入金について保証等を行っており

ます。。 

  共同総業株式会社 

425百万円

  キョウドウプリンティングカン

パニー（シンガポール）プライ

ベートリミテッド  

                     597百万円

（8,807千シンガポールドル）

  ２ 偶発債務（保証債務等） 

下記関係会社の金融機関よりの借

入金について保証等を行っており

ます。 

  共同総業株式会社 

400百万円

  キョウドウプリンティングカン

パニー（シンガポール）プライ

ベートリミテッド  

                     559百万円

（7,619千シンガポールドル）

  ４ 受取手形割引高 

  1,700百万円 

  ３ 受取手形割引高 

  1,886百万円

  ３ 受取手形割引高 

  1,800百万円
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（中間損益計算書関係） 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成18年３月31日） 

１ 減価償却実施額 

    有形固定資産     1,765百万円 

    無形固定資産        80百万円 

        合計         1,846百万円 

  １ 減価償却実施額 

    有形固定資産     1,641百万円

    無形固定資産       108百万円  

        合計         1,750百万円

  １ 減価償却実施額 

    有形固定資産     3,542百万円

    無形固定資産       192百万円  

        合計         3,734百万円

※２ 固定資産処分損の内訳 

    建物                 6百万円 

    機械及び装置        48百万円 

    その他設備           3百万円 

        合計            59百万円 

※２ 固定資産処分損の内訳 

    建物                24百万円

    機械及び装置        79百万円

    その他設備           7百万円

        合計           111百万円

※２ 固定資産処分損の内訳 

    建物                37百万円

    機械及び装置       162百万円

    その他設備          17百万円

        合計           217百万円

※３ 研究開発費 

  一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費 

                       470百万円 

※３ 研究開発費 

  一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費 

                       511百万円

※３ 研究開発費 

  一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費 

                     1,052百万円

※４   中間会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当事業年度におい

て予定している圧縮積立金及び特別

償却準備金の取崩しを前提として、当

中間会計期間に係る金額を計算して

おります。 

※４   中間会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当事業年度にお

いて予定している利益処分による圧

縮積立金及び特別償却準備金の取崩

しを前提として、当中間会計期間に

係る金額を計算しております。 
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当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成18年３月31日） 

※５ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。 

※５ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。 

※５ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下

の資産グループについて減損損失

を計上しました。 

場所 用途 種類  場所 用途 種類 場所 用途 種類  

生活資材部門 

守谷工場 

(茨城県守谷市) 

 

紙器･軟包装

用品生産設備 

 

建物、機械及

び装置等 

 

 

生活資材部門

守谷工場 

(茨城県守谷市)

 

紙器･軟包装

用品生産設備

 

建物、機械及

び装置、土地

等 

生活資材部門 

守谷工場 

(茨城県守谷市) 

 

紙器･軟包装

用品生産設備 

 

建物、機械及

び装置、土地

等 

 当社は、継続的に収支の把握を行

っている管理会計上の区分を基礎

とし、製造工程等の関連性を加味し

て資産のグループ化を行っていま

す。 

生活資材部門のうち、上記工場は

営業損益が継続してマイナスとな

っているため当該資産グループの

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失 69百万

円として特別損失に計上しました。

その内訳は、建物5百万円、機械及

び装置29百万円、車両及び運搬具1

百万円、工具器具及び備品22百万

円、リース資産10百万円です。 

なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定し

ており、建物については不動産鑑定

士による不動産鑑定評価額等によ

り評価し、機械及び装置、車両及び

運搬具、工具器具及び備品について

は取得価額の５％とし、リース資産

については零として評価しており

ます。 

  当社は、継続的に収支の把握を行

っている管理会計上の区分を基礎

とし、製造工程等の関連性を加味し

て資産のグループ化を行っていま

す。 

 生活資材部門のうち、上記工場は

営業損益が継続してマイナスとな

っているため当該資産グループの

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失 1,688百

万円として特別損失に計上しまし

た。その内訳は、建物511百万円、

構築物24百万円、機械及び装置487

百万円、車両及び運搬具1百万円、

工具器具及び備品46百万円、土地

530百万円、リース資産85百万円で

す。 

 なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定し

ており、建物、構築物、土地につい

ては不動産鑑定士による不動産鑑

定評価額により評価し、機械及び装

置、車両及び運搬具、工具器具及び

備品については取得価額の５％と

し、リース資産については零として

評価しております。 

 当社は、継続的に収支の把握を行

っている管理会計上の区分を基礎

とし、製造工程等の関連性を加味し

て資産のグループ化を行っていま

す。 

生活資材部門のうち、上記工場は

営業損益が継続してマイナスとな

っているため当該資産グループの

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失 1,762

百万円として特別損失に計上しま

した。その内訳は、建物518百万円、

構築物24百万円、機械及び装置534

百万円、車両及び運搬具4百万円、

工具器具及び備品63百万円、土地

530百万円、リース資産85百万円で

す。 

なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定し

ており、建物、構築物、土地につい

ては不動産鑑定士による不動産鑑

定評価額により評価し、機械及び装

置、車両及び運搬具、工具器具及び

備品については取得価額の５％と

し、リース資産については零として

評価しております。 

 
 
（中間株主資本等変動計算書関係） 
当中間会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 
 
自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間増加 
株式数（株） 

当中間会計期間減少 
株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式 （注） 48,595 1,896 － 50,491

   合計 48,595 1,896 － 50,491

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 1,896 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 
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（リース取引関係） 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成18年３月31日） 

  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 

  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 

  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 

①   リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

  

①   リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

  

①  リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び期末残高相当額 

 

 

未経過リース料中間期末残高相当額

等 

                        （百万円） 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

未経過リース料中間期末残高相当額 

等 

                        （百万円）

 未経過リース料中間期末残高相当額  

未経過リース料期末残高相当額等 

                         

（百万円）

 未経過リース料期末残高相当額 

    １年以内 297      １年以内 438     １年以内 347

    １年超 774      １年超 750     １年超 709

      合計 1,071        合計 1,189       合計 1,057

  リース資産減損勘定の  
  残高 

68    リース資産減損勘定の 
  残高 
 

76   リース資産減損勘定の
残高 

 

67

② 

   

② 

 

②

 

  支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

  支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

  支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

 （百万円）  （百万円）  （百万円）

    支払リース料 199      支払リース料 297     支払リース料 569

    リース資産減損勘定 
    の取崩額 

9      リース資産減損勘定
    の取崩額 

9     リース資産減損勘定 
    の取崩額 

18

③ 

    減価償却費相当額 187  

③ 

    減価償却費相当額 222

③

    減価償却費相当額 445

     支払利息相当額 8       支払利息相当額 11      支払利息相当額 21

     減損損失 10       減損損失 85      減損損失 85

 

 

 

 

 

 

       

 
機械及

び装置 
 
(百万円) 

工具器

具備品 
 
(百万円) 

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円) 

取得価額

相当額 
 

1,512 296 7 1,816 

減価償却

累計額 
相当額 

813 206 1 1,020 

減損損失

累計額 
相当額 

96 － － 96 

中間 
期末残高

相当額 
603 90 6 699 

 
機械及

び装置

 
(百万円)

工具器

具備品

 
(百万円)

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円)

取得価額

相当額

 
2,568 399 － 2,967

減価償却

累計額

相当額

1,837 313 － 2,150

減損損失

累計額

相当額

85 － － 85

中間 
期末残高

相当額

645 86 － 731

 
機械及

び装置 
 
(百万円) 

工具器

具備品 
 
(百万円) 

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円)

取得価額

相当額

 
2,096 397 － 2,493

減価償却

累計額

相当額

1,437 321 － 1,759

減損損失

累計額

相当額

85 － － 85

期末残高

相当額

 
572 75 － 648
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当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成18年３月31日） 

④   減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

・ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数として、残存

価額を10％とする定率法の償却額に

９分の10を乗じた方法によっており

ます。 

・利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

④   減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

・ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

・ 利息相当額の算定方法 

同左 

④   減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

・ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

・ 利息相当額の算定方法 

同左 

 
 
 
（有価証券関係） 
 当中間会計期間末、前中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株

式で時価のあるものはありません。 
  
（重要な後発事象） 
 「株式取得による会社等の買収（子会社化）について」 
   平成18年10月２日の取締役会における決議により、株式会社コスモグラフィックの株式を取得し、

子会社といたしました。 
１．株式取得の理由 
  同社の持つシステム開発力とデータ処理能力を当社の保有技術と融合させ、生産力の拡大を図るた

め、取得の決定をいたしました。 
２．株式の取得先 
  柴田和徳氏 他 21 名 
３．対象会社の概要 
 ①商号       株式会社コスモグラフィック 
 ②事業内容     製版業 
 ③規模       資本金：95 百万円（平成 18 年３月 31 日現在） 
           売上高：2,865 百万円（平成 18 年３月期） 
 ④株式取得の時期  平成 18 年 10 月 
 ⑤取得株式の数   3,250 株 

  ⑥取得後の持分比率 100％ 
 
 
 「重要な子会社等の設立」 
   当社と Nation Multimedia Group の印刷子会社であるＷＰＳ（Thailand）Co.,Ltd は海外出版社

が発行する書籍の製造・輸出、ならびにタイ国内市場を対象とした高品質な印刷・製本サービスを行

う合弁会社をタイに設立することで基本合意いたしました。 
①商号    未定 
②事業内容  海外出版社が発行する書籍の製造・輸出ならびに、タイ国内向けの高品質の印刷・ 
       製本サービスおよび付帯業務 
③規模    資本金：350 百万バーツ（約 1,050 百万円） 
④設立の時期 平成 19 年１月（予定） 
⑤出資比率  共同印刷（株）       49％ 

         ＷＰＳ（Thailand）Co.,Ltd 49％ 
         SAN－MIC（Thailand）   2％ 
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［補足資料］ 
売 上 高 内 訳 

 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成18年３月31日） 

    期別 
 
 
 
 
品目別 

金額 構成比 
対前年

中間期

増減率

金額 構成比 金額 構成比 

 百万円 % % 百万円 % 百万円 %
出版印刷   11,155 21.9 △4.7 11,709 23.8 24,335 23.6

商業印刷   30,993 60.8 8.0 28,696 58.5 61,383 59.5

生活資材   8,851 17.3 2.1 8,670 17.7 17,384 16.9

合計 50,999 100.0 3.9 49,076 100.0 103,103 100.0

 




