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平成 19 年 ３ 月期    中間決算短信（連結）        平成 18 年 11 月 15 日 

上 場 会 社 名 株式会社 光陽社 上場取引所 大証市場第２部 

コ ー ド 番 号 ７９４６ 本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.koyosha-inc.co.jp）   

代 表 者 役職名 代表取締役社長  氏名 片山 英彦  

問合せ先責任者 役職名 取締役業務本部長 氏名 市川 雅昭 TEL （06）6944-5000（代表） 

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 15 日  

米国会計基準採用の有無  無  
 
１． 18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
(1) 連結経営成績             （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 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 2,608 － △42 － △49 －
17 年９月中間期 － － － － － －

17 年３月期 － － － － － －
 

 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 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18 年９月中間期 △59 － △8 42 － －
17 年９月中間期 － － － － － －

17 年３月期 － － － － － －
(注)①期中平均株式数(連結) 18 年９月中間期 7,108,401 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 
    ④当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 17 年３月期の数値については記

載しておりません。 
    ⑤潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載してお

りません。 
 
(2)連結財政状態             （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 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 5,522 1,857 33.6 261 44
17 年９月中間期 － － － － －

17 年３月期 － － － － －
(注)①期末発行済株式数（連結）18 年９月中間期 7,105,886 株 
    ②当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 17 年３月期の数値については記

載しておりません。 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況      （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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          

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年９月中間期 89 58 194 1,007
17 年９月中間期 － － － －

17 年３月期 － － － －
(注)当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 17 年３月期の数値については記

載しておりません。 
 
(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  １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)  １社 (除外)  －社    持分法 (新規)  －社 (除外)  －社 
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２．19 年３月期の連結業績予想（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 5,354 △49 △64

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  △９円 00 銭
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 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及び将来の業績に影響を与える不確実
な要因に係る仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結
果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の御利用にあたっての注意事
項等につきましては、付属資料の７ページを参照して下さい。 
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１．企業集団の状況 
当企業集団は、株式会社光陽社（当社）と子会社１社で構成されており、印刷関連事業を行っておりま

す。 
当社は、印刷にかかるオフセット印刷用写真版の製造販売ならびに印刷販売、ディスプレイ、映像・マ

ルチメディア関連製品等の制作販売を行っております。 
 
子会社の事業内容は次のとおりであります。 
 

（子会社） 
株式会社双葉紙工社は、ビジネスフォーム、伝票、封筒、帳簿等の企業の事務用印刷物を中心に事業を

行っております。 
 
以上の企業集団の状況につきまして事業系統図を示すと次のとおりであります。 
 

＜事業系統図＞ 

区分 事業内容 関係会社 ユーザー 

                    

                 

                
海外 

 

                   

           

     
当社 

   

   

製 品 制 作 ・ 

印刷・商品            

                 

             

          
☆㈱双葉紙工社 

   

                

国内 
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刷
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   ☆印 連結子会社   主たる製品の動き     

           関係会社間の製品の動き   
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２．経営方針 
 
（１）会社の経営の基本方針 
当社グループ（当社および連結子会社）は、長年培った製版・画像処理技術を核にして、印刷を中心に

ディスプレイ、映像・マルチメディアコンテンツ制作まで事業の枠組みを広げ、お客様のニーズにあった
販売促進用製品を直接ご提供できるよう事業の転換を進めております。 
あわせて、スリムかつスピーディーな経営体制を作ることによって、市場の変化に即応して利益を計上

できる企業となることを経営の基本方針としており、この企業活動を通じて早急に株主の皆様に対する責
任を果たし、社会に貢献してまいる所存であります。 
 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 
当社は、利益配分の決定にあたり、各期の業績を勘案しながら安定的な配当を行うことを基本方針とし

ております。 
内部留保につきましては、厳しい受注環境に耐える高い技術力の向上と今後の事業展開に備えて充実さ

せていくことを基本的な考え方としております。 
 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
当社は、当社株式の長期安定的な保有と投資家層の拡大を資本政策の課題と考えております。個人投資

家の拡大ならびに株式流通の活性化を図るためには、投資単位の引下げは有用な施策のひとつではありま
すが、当社株式の投資単位は東京証券取引所が投資単位の引下げの目安として示しております「投資単位
50 万円以上」の基準を下回る水準で推移しており、現在のところ投資単位の引下げについて特別な措置が
必要とは考えておりません。 
 

（４）目標とする経営指標 
当社は、黒字化安定のために も重視する営業利益回復の指針とするため、ROA（総資本営業利益率）１％

以上を掲げ、売上低下の阻止・反転を期して積極的に展開を行っております。さらなる収益性向上、資産
のスリム化によって、３％以上を確保することを目指しております。 

 
（５）中長期的な会社の経営戦略 
①中長期的な経営方針として、新しい時代に合った商品群を提供する「総合的セールスプロモーション
制作会社」へと業態転換をはたしてまいります。 

②事業展開としては、次の事項を重点的に行います。 
 印刷売上の拡大 
 ダブル・クロック店舗を中心として、セールスプロモーション（販促）市場に焦点を据え、小ロ

ット印刷、ディスプレイ、映像コンテンツ制作等販促物をトータルに受注する営業展開 
 企画本部を中心とする営業推進体制の強化 

③黒字経営実現確定のため、営業強化はもとより「粗利管理強化、内製における付加価値増加」「成果重
視の人材強化」「キャッシュ・フロー重視」を進めます。 

 
（６）会社の対処すべき課題 
デジタル化による印刷工程統合が進む中で、売上高構成も製品から印刷へとそのウエイトが明瞭に移行

しております。 
直面する当社の課題は、製品重視の事業体質から印刷重視の事業体質への転換による黒字の安定確保で

あります。前事業年度に打ち出しました４点の経営課題は、当中間連結会計期間に一定の成果を見ました
が、黒字の安定確保というレベルとは著しいギャップを業績面で示すところとなりました。 
①業態変革の定着 
製品を超える印刷売上高目標の達成およびその中に占める東京重視の営業政策を展開いたします。 

②印刷の社内生産推進による付加価値の増加 
当事業年度において付加価値増加の核となった印刷事業部（プリンティングセンター）の生産体制の
充実と増産体制の確立を図ります。 

③選択と集中の推進による生産性向上、原価低減、合理化整理 
関西事業所、中部事業所、東京事業所の３営業拠点、大阪本町と東京渋谷の２ダブル・クロックの５
営業拠点（神戸・名古屋・新宿のダブル・クロックは各事業所傘下）とプリンティングセンターを軸
に、印刷事業の生産性向上、原価低減さらには印刷付加価値増加の緊密な営業・生産活動を図ります。 

 
 



5 

④財務体質の強化 
債権回収の強化、財務体質の健全化とキャッシュ・フローの改善を図ります。 

 
（７）親会社等に関する事項 
該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
１．経営成績 
（１）当中間期の概要 
当中間期におけるわが国の経済は、企業業績の回復を背景に設備投資は堅調に推移いたしました。また、

雇用も改善に広がり個人消費は緩やかに増加し、輸出の持ち直しに支えられ順調な回復基調を続けてまい
りました。 

当印刷業界におきましては、景気回復基調のなか、商業印刷向け受注は比較的堅調に推移したものの、
受注価格の回復までには至らず、厳しい受注環境が続いております。 
このような経営環境のもと、当社は印刷の生産力を充実させるべく、プリンティングセンターを平成 16

年５月に江東事業所に移転し、８色印刷機および CTP（コンピュータ・トゥ・プレート）を増設するなど生
産体制を拡充し、増加する印刷受注の内製を進めることによって付加価値の増加を図ってまいりました。
また、製版事業の大阪・東京への集中およびそれに伴う固定費削減策と印刷事業拡大を目指す営業展開に
より、着実な受注確保に努めてまいりました。 
また、平成 18 年４月１日に㈱双葉紙工社をグループの一員に加えることによる営業的相乗効果ならびに

販路の拡大や共同仕入れによるコストダウン効果を図りました。 
①画像処理技術を核とした業態変革の定着 
製版から印刷までのトータル受注を推進いたしましたが、印刷売上高は前年同期と比較して増加した
ものの、製品売上高は前年同期と比較して減少するところとなりました。商品売上高は前年同期と比
較して減少しましたが、損益に与える影響は軽微であります。 

②印刷の社内生産推進による付加価値の増加 
前年同時期と比較して印刷社内生産高の伸びを期待しましたが、前年同時期を上回る印刷付加価値増
加を果たすことができませんでした。その主たる理由は、社内生産高目標を満たす印刷受注が果たせ
なかったことによります。その反面、社外印刷生産高は前中間期を上回りながら、印刷外注加工費が
増加したことにより、印刷付加価値増加は前中間期並にとどまりました。 

③選択と集中による生産性向上、原価低減 
前年同時期と比較して製造原価増となりましたが、その主たる要因は印刷社外生産高の増加に伴う印
刷外注加工費の増加によるものであります。また、製版等の売上高の減少に対して、製品外注加工費
が増加したことにより、製品等の売上高についても大きな付加価値の減少になりました。 

④財務体質の強化 
営業活動、投資活動、財務活動のすべてのキャッシュ・フローについてプラスとすることができまし
た。 

⑤グループによる営業的相乗効果 
当中間会計期間については、損益計算に効果を反映できるほどに達してはおりません。 
 

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は 26 億８百万円となりました。内訳は、子会社売上高（１億
41 百万円の商品売上高）を除く単体ベースで、製品売上高は 41 百万円減少（前年同期比 3.6％減収）の 11
億８百万円、印刷売上高は１億 26 百万円増加（前年同期比 10.3％増収）の 13 億 54 百万円、商品売上は
21 百万円減少（前年同期比 67.2％減収）の 10 百万円となりました。 
単体ベースの売上総利益 71 百万円の減少は、売上高が 63 百万円増加した反面、売上原価１億 35 百万円

の増加が主因であり、売上原価の増加は製造原価の増加１億 50 百万円が主因であります。 
製造原価の増加の内訳は、原材料費 32 百万円、製品売上高に関する外注加工費 26 百万円、印刷売上高

に対する外注加工費１億 12 百万円であり、その他の製造原価は 20 百万円減少しております。 
営業利益は前年同期と比較して 57 百万円減少しましたが、販売費及び一般管理費は 14 百万円減少しま

したので、営業損失 37 百万円の主因は、売上総利益の減少 71 百万円によるものであります。 
営業外収益は前年同期比４百万円増加しましたが、営業外費用が 10 百万円増加した結果、経常利益は 63

百万円減少の 50 百万円の経常赤字となりました。 
特別利益は２百万円減少しましたが、特別損失が 24 億 48 百万円減少した結果、中間純損益は 23 億 81

百万円増加しましたが、63 百万円中間純損失にとどまりました。 
前中間期の中間純損失は主として、減損損失 23 億 96 百万円によるものであります。 
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（２）通期の見通し 
今後のわが国経済は、順調な回復基調を続けてまいるものと予想されますが、当印刷業界におきまして

は、景気回復基調のなか、各社の厳しい受注競争は継続するものと思われます。 
当中間連結会計期間の厳しい業績を踏まえ、当期の通期業績見通しにつきましては、連結ベースで売上

高 53 億 54 百万円、経常損失 49 百万円、当期純損失 64 百万円となる見込みです。 
なお、単体ベースでは売上高 50 億 82 百万円、経常損失 51 百万円、当期純損失 70 百万円となる見込み

です。 
 

２．利益処分に関する事項その他重要な事項 
該当事項はありません。 
 

３．財政状態 
（１）当中間期の概要 
当中間連結会計期間における当社の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキ

ャッシュ・フローで 89 百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで 58 百万円増加、財務活動によ
るキャッシュ・フローで１億 94 百万円増加し、資金の増加は３億 43 百万円となり、当中間連結会計期間
末残高は 10 億７百万円となりました。 
 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は 89 百万円となりました。これは、主に税金等

調整前中間純損失 53 百万円を計上しておりますが、これには減価償却費 34 百万円、退職給付引当金の増
加額 31 百万円等の非資金項目が含まれており、その他、売上債権の減少額 1 億２百万円等があったことに
よるものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当中間連結会計期間において投資活動による資金の増加は 58 百万円となりました。これは、主に関係会

社の取得による現金の増加 63 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） 
当中間連結会計期間において財務活動による資金の増加は１億 94 百万円となりました。これは、主に短

期借入金の純減少額２億 12 百万円、長期借入金の返済による支出３億 39 百万円による資金の減少に対し
て、長期借入による収入５億 50 百万円、社債の発行による収入１億 97 百万円による資金の増加があった
ことによるものであります。 
 
なお、当社グループ（当社および連結子会社）のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおり

であります。 

 平成 18 年９月中間期 

自己資本比率（％） 33.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 21.4 

債務償還年数（年） 19.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 4.2 

（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 
２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
３．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※各指標はいずれも当社グループ（当社および連結子会社）の財務数値により算出しております。 
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを
使用しております。 

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と
しております。 

※利払いは、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
※当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期以前の数値については記載し

ておりません。 
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４．事業等のリスク 
当社グループ（当社および連結子会社）における事業等のリスクは以下のとおりであります。なお、当

社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の回避および発生した場合の影響の極小化に
全力を挙げて取り組んでまいります。 
①業態変革に伴う財政状態および経営成績の変動 
当中間連結会計期間の売上高構成は、連結子会社の売上高（連結売上高の 5.4％）を除くと製品売上高
11 億８百万円（構成比 44.8％）、印刷売上高 13 億 54 百万円（構成比 54.8％）となって、前中間会計
期間および前事業年度以上に印刷売上高の全売上高に占める割合が増加しました。 
その結果、変動費率（製品売上高と印刷売上高の合計に占める材料費の割合、製品外注加工費および
印刷外注加工費の売上高に対する割合）の増加を懸念しておりましたが、当中間連結会計期間におい
てはその懸念が現実のものとなり、予測比率を３％も上回る勢いで発生するところとなり、粗利益の
大幅な減少に繋がりました。さらに、製品売上高の減少が粗利益の減少に拍車をかけるところとなり
ました。 
製品と印刷のトータル受注が計画以下とどまるとともに、後者の割合の予想以上の増加が粗利益の大
幅な減少に繋がった点は、当中間会計期間における受注と生産体制が十分に機能しなかったものと考
えられ、その抜本的な改善を要するものと考えます。 

②金利の変動および資金調達 
当社グループの支払金利は、当中間連結会計期間で 25 百万円でありますが、経済情勢などにより市場
金利が上昇すれば、収益条件が悪化する可能性があります。そのため、一部借入金に対して金利スワ
ップ契約を締結し、金利変動リスクを回避しております。 

③有形固定資産および投資その他資産の価格変動リスク 
当社グループは、有形固定資産に関しまして、東京都江東区の土地・建物および大阪市中央区の土地・
建物について、前事業年度までに 23 億 96 百万円の減損損失を計上いたしましたが、「固定資産の減損
に係る会計基準」の適用により当社の定めたグルーピングの業績によっては減損損失の発生するリス
クがあります。 
また、当社グループは、時価の変動を受ける投資有価証券を当中間連結会計期間末現在で 13 億 84 百
万円（総資産の 25.1％）保有しております。当該投資有価証券に関しましては２億２百万円のその他
有価証券評価差額金を計上しておりますが、将来的には株価の動向によって投資有価証券評価損が発
生するリスクがあります。 

④個人情報の保護 
当社は情報加工サービス企業として、お客様からお預りする個人情報の保護の重要性と社会的責務な
らびにそのリスクを認識し、「光陽社の個人情報保護方針」を定め、個人情報保護に関するコンプライ
アンス・プログラムを策定して、その適切な保護と管理の徹底に努めており、平成 15 年７月にプライ
バシーマークの認証を受けております。 

⑤地震による事業への影響額 
将来大地震が発生し、その影響を直接的に受けた場合は、精密機械等の損害を含む被害額が多額にの
ぼるリスクがあります。（参考 阪神大震災による当社の特別損失２億 30 百万円） 

⑥設備老朽化に伴う固定資産除却損の発生によるリスク 
有形固定資産の老朽化により、設備等の更新を行う資金需要が発生するリスクがあります。 
（参考）有形固定資産の償却率（平成 18 年９月末） 

区分 建物 構築物 機械装置 車両運搬具 工具器具備品

累計償却率(％) 74.3 83.0 94.2 86.7 88.9 

⑦従業員の減少による生産能力の減少 
業容の転換に伴い大幅な人員の削減を図ってきましたが、近年の売上高の減少の割合に比してよりも
従業員減少の割合が大きく、今後の業態変革に伴う生産高の増加計画の際には人員不足および能力不
足に直面するリスクがあります。 

⑧連続無配当による株主からの信頼欠如リスク 
当社は長期の業績低迷により無配が連続しているため、株主の離反による株価低落のリスクがありま
す。なお、当連結会計年度が無配当になると上場以来過去 18 事業年度のうち有配は８回、９期連続無
配になります。 

⑨中期的経営計画の見直しによる業績変動リスク 
当中間連結会計期間の業績の低迷の改善策が抜本的な事業再編成を要するものである場合の対策の実
施は、当連結会計年度の業績に影響を与えるリスクがあります。 
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４．連結財務諸表等 
（１）中間連結貸借対照表 

           （単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 

（平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記
番号 

金額 
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  1,058,497

２．受取手形 ※4 334,500

３．売掛金  935,233

４．たな卸資産  163,035

５．その他  186,493

  貸倒引当金  △31,079

流動資産合計  2,646,680 48.0

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

（１）建物・構築物 ※1,2 599,717

（２）機械装置 ※1 53,356

（３）車両運搬具 ※1 1,046

（４）土地 ※2 630,721

（５）その他 ※1 21,505 1,306,347 23.6

２．無形固定資産  31,316 0.6

３．投資その他の資産  

（１）投資有価証券 ※2 1,384,853

（２）その他  198,892

  貸倒引当金  △48,133 1,535,612 27.8

固定資産合計  2,873,276 52.0

Ⅲ 繰延資産  2,215 0.0

資産合計  5,522,172 100.0

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
２．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 17 年３月期に

ついては記載しておりません。 
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           （単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 

（平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記
番号 

金額 
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．支払手形  528,929

２．買掛金  283,164

３．短期借入金 ※2 853,990

４．一年以内に償還の社債  60,000

５．未払法人税等  11,048

６．その他  276,239

流動負債合計  2,013,372 36.5

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金 ※2 880,489

２．社債  140,000

３．退職給付引当金  460,560

４．その他  169,971

固定負債合計  1,651,021 29.9

負債合計  3,664,393 66.4

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金  1,748,959 31.6

２．資本剰余金  －

３．利益剰余金  

（１）その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  △59,884 △59,884 △1.1

４．自己株式  △33,556 △0.6

株主資本合計  1,655,518 29.9

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額金  202,260 202,260 3.7

純資産合計  1,857,778 33.6

負債及び純資産合計  5,522,172 100.0

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
２．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 17 年３月期に

ついては記載しておりません。 
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（２）中間連結損益計算書 
           （単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記
番号 

金額 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  2,608,468 100.0

Ⅱ 売上原価  2,095,888 80.3

売上総利益  512,579 19.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 555,027 21.3

営業損失  42,448 △1.6

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息  2,762

２．受取配当金  10,006

３．賃貸収入  2,172

４．その他  9,670 24,611 0.9

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息  25,036

２．手形売却損  795

３．クレーム費用  3,498

４．その他  2,784 32,114 1.2

経常損失  49,951 △1.9

Ⅵ 特別利益  

１．貸倒引当金戻入益  829

２．投資有価証券売却益  1,964

３．固定資産売却益 ※2 238

４．その他  5 3,038 0.1

Ⅶ 特別損失  

１．固定資産除却損 ※3 1,236

２．役員退職慰労金  4,790

３．その他  177 6,203 0.2

税金等調整前中間純損失  53,116 △2.0

法人税、住民税及び事業税  6,767 0.3

法人税等調整額  － －

中間純損失  59,884 △2.3

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
２．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 17 年３月期に

ついては記載しておりません。 
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（３）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４月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 

（単位：千円） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日残高 3,503,020 676,673 △2,430,734 △32,966 1,715,992

中間連結会計期間中の変動額  

資本準備金取崩額 － △676,673 676,673 － －

資本の減少 △1,754,060 － 1,754,060 － －

利益処分による役員賞与 － － － － －

中間純利益 － － △59,884 － △59,884

自己株式の取得 － － － △589 △589

自己株式の処分 － － － － －

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） 

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 △1,754,060 △676,673 2,370,849 △589 △60,474

平成 18 年９月 30 日残高 1,748,959 － △59,884 △33,556 1,655,518

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 236,193 － 236,193 1,952,186 

中間連結会計期間中の変動額  

資本準備金取崩額 － － － － 

資本の減少 － － － － 

利益処分による役員賞与 － － － － 

中間純利益 － － － △59,884 

自己株式の取得 － － － △589 

自己株式の処分 － － － － 

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） 

△33,933 － △33,933 △33,933 

中間連結会計期間中の変動額合計 △33,933 － △33,933 △94,407 

平成 18 年９月 30 日残高 202,260 － 202,260 1,857,778 

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
２．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期の中間連結剰余金計算書お

よび平成 18 年３月期の連結剰余金計算書については記載しておりません。 
３．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 18 年３月 31 日残高については単体ベース

の数値を使用しております。 
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 
                   （単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記
番号

金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失  △53,116 

減価償却費  34,794 

貸倒引当金の減少額  △4,102 

退職給付引当金の増加額  31,197 

受取利息及び受取配当金  △12,768 

支払利息  25,036 

有形固定資産除却損  1,236 

有形固定資産売却益  △238 

投資有価証券売却益  △1,964 

為替差損  1 

売上債権の減少額  102,490 

たな卸資産の減少額  5,272 

仕入債務の増加額  1,681 

その他  △8,328 

小計  121,193 

利息及び配当金の受取額  12,943 

利息の支払額  △24,547 

法人税等の支払額  △19,749 

営業活動によるキャッシュ・フロー  89,839 

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
２．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 17 年３月期に

ついては記載しておりません。 
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                   （単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記
番号

金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △60,000 

定期預金の払戻による収入  62,018 

投資有価証券の取得による支出  △2,996 

投資有価証券の売却による収入  4,556 

有形固定資産の取得による支出  △7,728 

有形固定資産の売却による収入  619 

無形固定資産の取得による支出  △1,129 

連結子会社株式の取得による収入  63,137 

長期貸付金の回収による収入  425 

投資活動によるキャッシュ・フロー  58,901 

Ⅲ 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  △212,500 

自己株式の取得による支出  △589 

社債の発行による収入  197,582 

長期借入による収入  550,000 

長期借入金の返済による支出  △339,700 

財務活動によるキャッシュ・フロー  194,793 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  343,534 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  664,362 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,007,897 

   

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
２．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 17 年３月期に

ついては記載しておりません。 
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中間連結財務諸表作成の基礎となる重要な事項 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数：１社 
連結子会社の名称：株式会社双葉紙工社

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度等に関す
る事項 

連結子会社である株式会社双葉紙工社
の中間決算日は７月 31 日であります。
連結財務諸表の作成にあたっては、同中
間決算日現在の財務諸表を使用してお
ります。ただし、８月１日から中間連結
決算日９月 30 日までの期間に発生した
重要な取引については、連結上必要な調
整を行っております。 

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 

イ 有価証券 
（イ）満期保有目的の債券 

…償却原価法（定額法） 
（ロ）その他有価証券 

①時価のあるもの 
…中間連結決算日の市場価格に
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） 

②時価のないもの 
…移動平均法による原価法 

ロ デリバティブ 
時価法 

ハ たな卸資産 
仕掛品 
…売価還元法による時価法 
商品・原材料・貯蔵品 
…先入先出法による原価法 

（２）重要な減価償却資産の減価償
却の方法 

イ 有形固定資産 
…定率法 
ただし、平成 10 年４月１日以降
に取得した建物（附属設備を除
く）については、定額法を採用し
ております。 
なお、耐用年数及び残存価額につ
いては、法人税法に規定する方法
と同一の基準によっております。

ロ 無形固定資産 
…定額法 
耐用年数及び残存価額について
は、法人税法に規定する方法と同
一の基準によっております。 
ただし、自社利用のソフトウェア
については、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法を
採用しております。 

ハ 長期前払費用 
…均等償却 
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項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

（３）重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 
売掛金、貸付金等の債権の貸倒損
失に備えるため、一般債権につい
ては貸倒実績率により、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。 

ロ 賞与引当金 
従業員に対して支給する賞与の
支出に充てるため、支給見込額を
計上しております。 
ただし、当中間連結会計期間末に
おいては、支給見込はありませ
ん。 

ハ 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。 
なお、会計基準変更時差異につい
ては、15 年による按分額を費用
処理しております。 
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（10 年）による定額
法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計
年度の発生時における平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により按分した
額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理しております。

（４）重要な外貨建の資産又は負債
の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間連結
決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。 

（５）重要なリース資産の処理方法 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。 
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項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

（６）重要なヘッジ会計の方針 イ ヘッジ会計の方法 
特例処理の要件を満たしている
金利スワップについては、特例処
理を採用しております。 

ロ 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 

ハ ヘッジ方針 
当社および連結子会社の社内管
理規定である「デリバティブ管理
規定」に基づき、金利変動リスク
をヘッジしております。借入金に
ついては、金利変動リスクのヘッ
ジのために金利スワップ取引を
行っております。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ対象およびヘッジ手段に
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。 

（７）その他中間連結財務諸表作成
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。また、表示につきましては仮
払消費税等と仮受消費税等を両
建し、それぞれ流動資産の「その
他」、流動負債の「その他」に含
めて中間連結貸借対照表に計上
しております。 

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 

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、価格の変
動について僅少なリスクしか負わない
取得日から３ヶ月以内に償還期限の到
来する短期投資からなります。 
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注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 

当中間連結会計期間 
（平成 18 年９月 30 日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
2,789,563 千円

※２ 担保に供している資産 
担保に供している資産は次のとおりであります。
建物及び構築物 591,357 千円

土地 629,921 千円

投資有価証券 1,110,171 千円

計 2,331,449 千円

担保付債務は次のとおりであります。 

買掛金 1,734 千円

短期借入金 283,150 千円

一年以内に返済
の長期借入金 

467,640 千円

長期借入金 722,579 千円

計 1,475,103 千円 
 ３ 受取手形割引高 

160,998 千円
※４ 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の会計処理につい
ては、当中間連結会計期間の末日が金融機関の休
日でしたが、満期日に決済が行われたものとして
処理しております。当中間連結会計期間末日満期
手形の金額は次のとおりであります。 
受取手形    101,636 千円 
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（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

※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。 
従業員給料手当 262,755 千円

役員報酬 27,882 千円

福利厚生費 46,377 千円

退職給付引当金
繰入額 

17,440 千円

減価償却費 3,141 千円 
※２ 固定資産売却益の内訳 

車両運搬具 238 千円 
※３ 固定資産除却損の内訳 

建物・構築物 551 千円

その他 685 千円 
 

（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４月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前会計年度末株式数 
（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間 
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 7,109 － 3 7,105 

自己株式     

普通株式（注） 282 3 － 286 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取による増加であります。 
２．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 18 年３月 31 日残高については単体ベース

の数値を使用しております。 
 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
 
３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
 



20 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

※ 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９月 30 日現在） 
現金及び預金勘定 1,058,497 千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△50,600 千円

現金及び現金同等物 1,007,897 千円 
 
（リース取引） 
EDINET による開示を行うため記載を省略しております。 
 

（有価証券） 
当中間連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日現在） 
１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

（１）国債・地方債 － － － 

（２）社債 － － － 

（３）その他 150,000 145,250 △4,749 

合計 150,000 145,250 △4,749 

 
２．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

（１）株式 992,081 1,231,052 308,971 

（２）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

（３）その他 － － － 

合計 992,081 1,231,052 308,971 

 
３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

（１）満期保有目的の債権  

投資信託受益証券 1,000 

（２）その他有価証券  

非上場株式 2,801 

 
（注）当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 18 年３月期につき

ましては、記載しておりません。 
 

（デリバティブ取引） 
EDINET による開示を行うため記載を省略しております。 
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（ストック・オプション等） 
該当事項はありません。 
 

（セグメント情報） 
１．事業の種類別セグメント情報 

当社グループ（当社および連結子会社）は印刷にかかる写真製版ならびに関連製品を製造販売して
おり、これら事業は単一事業であるため、該当事項はありません。 

２．所在地別セグメント情報 
全セグメントの売上高の合計額および全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の売上高お
よび資産の割合がいずれも 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載は省略しており
ます。 

３．海外売上高 
当社グループ（当社および連結子会社）の海外売上高は、連結売上高の 10％未満のため、記載を省
略しております。 

 
（１株当たり情報） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

１株当たり純資産額 
261 円 44 銭 

１株当たり中間純利益金額 
△8円 42 銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につ
きましては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。 

（注）１．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 18 年３月期に
ついては記載しておりません。 

２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

１株当たり中間純利益金額  

中間純利益 △59,884 千円 

普通株式に帰属しない金額 － 

普通株式に係る中間純利益 △59,884 千円 

期中平均株式数 7,108 千株 

 
（重要な後発事象） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

該当事項はありません 
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５．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 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 事業部門 

金額（千円） 構成比（％）

製品制作 1,117,966 45.4 

印刷 1,346,770 54.6 

合計 2,464,737 100.0 

（注）１．金額は販売価格によっております。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 18 年３月期に

ついては記載しておりません。 
 

（２）受注状況 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 事業部門 

受注高（千円） 
受注残高 
（千円） 

製品制作 1,120,162 69,703 

印刷 1,376,705 111,651 

合計 2,496,867 181,355 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 18 年３月期に

ついては記載しておりません。 
 

（３）販売実績 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 事業部門 

金額（千円） 構成比（％）

製品制作 1,108,080 42.5 

印刷 1,349,008 51.7 

商品 151,379 5.8 

合計 2,608,468 100.0 

（注）１．主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売額に対する割合の記載は、当該割合がい
ずれも 100 分の 10 未満であるため、記載を省略しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 18 年３月期に

ついては記載しておりません。 
 




