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平成19年 1月期 決算短信（連結） 平成19年 3 月 20 日

 

 
1. 19年1月期の連結業績(平成18年2月1日～平成19年1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 

 
19年 1月期 
18年 1月期 

百万円 
25,204 
25,894 

％
△2.7
4.5

百万円
458
658

％
△30.4
57.5

百万円 
515 
687 

％
△25.0
58.5

 

 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
19年 1月期 
18年 1月期 

百万円
183
837

％ 
△78.1 
360.4 

円 銭
8 59
76 03

円 銭
―
―

％ 
1.4 
6.9 

％ 
2.2 
2.8 

％
2.0
2.7

(注) ① 持分法投資損益   19年 1月期 ― 百万円 18年 1月期 ― 百万円  

 ② 期中平均株式数(連結)   19年 1月期 21,360,806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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 ⑤ 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) 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 

 
19年 1月期 
18年 1月期 

百万円 
22,656 
23,738 

百万円
12,720
12,704

％ 
56.1 
53.5 

円 銭
594 73

1,187 10
(注) ① 期末発行済株式数(連結)  19年 1月期  21,360,806株  18年 1月期  10,680,403株 

 ② 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。 
 
(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

 
19年 1月期 
18年 1月期 

百万円 
1,318 
1,427 

百万円
△728
△714

百万円 
△944 
△338 

百万円
2,331
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. 20年1月期の連結業績予想(平成19年2月1日～平成20年1月31日) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
中  間  期 
通     期 

百万円 
13,700 
26,700 

百万円
400
620

百万円 
410 
640 

百万円
220
340

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 15円92銭 
※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7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 

決算取締役会開催日 平成19年 3 月 20 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コア事業とし、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》 

オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータおよび周辺機器類の販売、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等を行っております。 

また、当社の子会社は次の事業を行っております。 

《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）業績 

当連結会計年度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

推移いたしました。 

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りますと、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、原油価格上昇による梱包資材等の補助材料費への波及な

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” 

（Satisfaction＆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、当連結会計年度の売上高は252億４百万円（前連結会計年度比2.7％減）、営業利

益は４億58百万円（前連結会計年度比30.4％減）、経常利益は５億15百万円（前連結会計年度

比25.0％減）、当期純利益は１億83百万円（前連結会計年度比78.1％減）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203億67百万円（前

連結会計年度比2.7％減）、営業利益は７億74百万円（前連結会計年度比26.8％減）となり

ました。 

なお、中京地域での販売力強化を目的に設立いたしました株式会社津田イムラにつきま

しては、概ね堅調な実績を残しました。 

 

（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。 

この結果、売上高は26億88百万円（前連結会計年度比1.2％減）、営業損失は２億81百万

円（前連結会計年度は営業損失３億91百万円）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21億48百万円（前連結会計年度比4.1％減）、営業損失は30百万円（前連結会計年

度は収支均衡）となりました。 
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（２）財政状態及び経営成績の分析 

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は連結財務諸表に基づいて

分析した内容であります。 

 

(当連結会計年度における経営成績の分析) 

①売上高 

売上高は、前連結会計年度に比べ６億89百万円（2.7％）減少して252億４百万円となりま

した。主に封筒事業における減収の影響が大きく、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

などによるものであります。 

 

②営業利益 

収益性の向上および経費低減に努めましたが、売上の減少に伴い、営業利益は前連結会

計年度に比べ２億円（30.4％）減少して４億58百万円となりました。 

 

③経常利益 

受取利息配当金、役員積立保険満期返戻金の増加などにより、営業外損益が56百万円の

純益となったため、経常利益は前連結会計年度に比べ１億72百万円（25.0％）の減少にと

どまり、５億15百万円となりました。 

 

④特別利益 

特別利益は、貸倒引当金戻入益などを計上したことにより９百万円となりました。前連

結会計年度に比べ14億34百万円（99.3％）減少いたしましたが、これは、前連結会計年度

において厚生年金基金の過去分の代行返上の認可に伴う代行返上益14億12百万円を計上し

たことなどによるものであります。 

 

⑤特別損失 

特別損失は、固定資産除却損、ゴルフ会員権評価損などを計上したことにより37百万円

となりました。前連結会計年度に比べ５億24百万円（93.4％）減少いたしましたが、これ

は、前連結会計年度において固定資産の減損処理に伴う減損損失５億31百万円を計上した

ことなどによるものであります。 

 

⑥法人税等 

法人税等は、前連結会計年度に比べ４億30百万円（59.1％）減少して２億98百万円とな

りました。 

 

⑦当期純利益 

当期純利益は、前連結会計年度に比べ６億54百万円（78.1％）減少して１億83百万円と

なり、売上高当期純利益率は前連結会計年度に比べ2.5％減少して0.7％となりました。 

また、１株当たり当期純利益は、前連結会計年度の76.03円に対し、8.59円となりました。 
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(当連結会計年度における財政状態の分析) 

①資産 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ10億81百万円（4.6％）減少して

226億56百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ７億50百万円（7.4％）減少して93億87百万円とな

りました。現金及び預金は同３億38百万円減少して25億65百万円となりました。また、受

取手形及び売掛金が同１億97百万円減少して40億91百万円となりました。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ３億31百万円（2.4％）減少して132億69百万円と

なりました。有形固定資産は同５億12百万円減少して97億89百万円となり、無形固定資産

は同41百万円減少して２億93百万円となりました。これは、設備投資額が同３億76百万円

減少して５億23百万円となったことに対し、減価償却費が10億68百万円発生したことなど

によるものであります。また、投資その他の資産は同２億23百万円増加して31億87百万円

となりましたが、これは主に、投資有価証券が同３億53百万円増加して23億３百万円とな

ったことに対し、繰延税金資産が同１億６百万円減少して２億４百万円となったことなど

によるものであります。 

 

②負債 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ10億85百万円（9.9％）減少して99

億35百万円となりました。これは主に、有利子負債の圧縮により、借入金全体では同７億

77百万円減少して44億１百万円となったほか、支払手形及び買掛金が同２億82百万円減少

して28億21百万円となったことなどによるものであります。 

 

③純資産 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ３百万円増加して127億20百万円

となり、自己資本比率は同2.6％上昇して56.1％となりました。 

 

④キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは13億18百万円の収入、

投資活動によるキャッシュ・フローは７億28百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・

フローは９億44百万円の支出となったため、当連結会計年度末の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３億54百万円減少して、23億31百万円（前

連結会計年度比13.2％減）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13億18百万円（前連結会計年度比7.6％減）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益４億87百万円、減価償却費10億68百万円のほか、売

上債権の減少額２億25百万円、仕入債務の減少額２億82百万円、法人税等の支払額２億35

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７億28百万円（前連結会計年度は７億14百万円の支出）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４億57百万円、無形固定資産の

取得による支出63百万円、投資有価証券の取得による支出（売却、償還による収入を除く

純額）３億13百万円などによるものであります。 
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（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９億44百万円（前連結会計年度は３億38百万円の支出）と

なりました。これは主に、短期借入金の純減少額７億25百万円、長期借入金の純減少額52

百万円、配当金の支払額１億65百万円などによるものであります。 

 

（３）次期の見通しと対処すべき課題 

今後のわが国経済は、海外経済の拡大を背景に、輸出は引き続き増加するものと予想され

ます。また、国内需要も高水準の企業収益や雇用者所得の緩やかな増加を背景に増加するも

のと思われ、景気は回復の動きを持続するものと予想されます。 

当業界におきましては、原材料価格の上昇や異業種との競合も含めた販売競争もあり、依

然として厳しいものと思われますが、一方で景気の継続的な回復基調とともに、販売価格は

底を打ち、需要も上向きの動きを示すことが予想されます。 

このような状況のもとで当社グループは、中期経営計画“Ｓ＆Ｉ”（Satisfaction＆

Innovation）で掲げる顧客満足（ＣＳ）と従業員満足（ＥＳ）の両立による「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」を目指し、常にイノベーショ

ンを行い、さらなる業績の向上へと邁進する所存でございます。 

   

平成 20 年１月期の連結業績の見通しにつきましては、売上高は 267 億円（前連結会計年度

比 5.9％増）、経常利益は６億 40 百万円（前連結会計年度比 24.2％増）、当期純利益は３億 40

百万円（前連結会計年度比 85.4％増）となる見込であります。 

また、当社は株主に対する安定的配当の継続を最重要政策の一つに掲げておりますので、

平成 20 年１月期の配当につきましても、１株につき８円（うち中間配当４円）と、前期水準

を維持していく所存でございます。 

 



- 8 - 

（４）事業等のリスク 

  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。 

なお、文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末（平成19年１月31日）

現在において当社グループが判断したものであります。 

 

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、

「ＩＳＭＳ」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要求に十分応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と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

④金利上昇による影響について 

当社は有利子負債の削減に取り組んでおりますが、大幅な金利上昇が生じた場合には、当

社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤原材料調達の影響について 

原材料の調達については、複数のメーカーから封筒用紙やフィルム材料などを購入し、安

定的な原材料の確保と最適な調達価格の維持に努めております。しかしながら、原油価格

の高騰や急激な需要変化などにより、原材料調達がきわめて困難になった場合や購入価格

が著しく変動した場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

⑥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

及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、郵便料金値上げなどの制度変更がなされた場合には、
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一時的な封筒需要減退は避けられないものと思われます。平成 19 年 10 月に予定されてい

る郵政公社の民営化に伴い、封筒需要に影響を及ぼすと思われる制度変更が頻繁に実施さ

れることも想定されており、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦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。 

 

⑧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。上半期において、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 18 年 1 月期 平成 19 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) 13,329 12,565 25,894 13,012 12,192 25,204 

構成比 (％) 51.5 48.5 100.0 51.6 48.4 100.0 

営業利益 (百万円) 484 174 658 352 106 458 

構成比 (％) 73.6 26.4 100.0 76.8 23.2 100.0 

経常利益 (百万円) 502 185 687 373 142 515 

構成比 (％) 73.0 27.0 100.0 72.4 27.6 100.0 

 

⑨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においては、２期連続で赤字幅が縮小いた

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。今後も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。 

 

⑩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、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、当連結会計年度末に

おける投資有価証券の総資産に対する比率は 10.2％となっております。 

 

⑪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な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。 
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⑫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 
連結貸借対照表 

（単位：百万円、％）

前連結会計年度 

（平成18年１月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年１月31日） 
増減(△減少) 

科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

（資産の部）   

流動資産   

現金及び預金  2,903 2,565  △338 △11.6

受取手形及び売掛金  4,289 4,091  △197 △4.6

たな卸資産  1,259 1,256  △3 △0.3

繰延税金資産  311 303  △7 △2.6

その他  1,416 1,214  △201 △14.3

貸倒引当金  △42 △44  △1 3.0

流動資産合計  10,137 42.7 9,387 41.4 △750 △7.4

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,563 7,560  

減価償却累計額 4,750 2,812 4,945 2,615  △197 △7.0

機械装置及び運搬具 17,307 17,510  

減価償却累計額 14,090 3,217 14,585 2,924  △292 △9.1

その他 1,160 1,125  

減価償却累計額 982 178 971 153  △24 △13.6

土地  4,053 4,053  ― ―

建設仮勘定  40 42  1 3.3

有形固定資産合計  10,301 43.4 9,789 43.2 △512 △5.0

無形固定資産   

営業権  72 ―  △72 △100.0

のれん  ― 54  54 ―

ソフトウェア他  262 238  △23 △9.0

無形固定資産合計  334 1.4 293 1.3 △41 △12.5

投資その他の資産   

投資有価証券  1,950 2,303  353 18.1

長期前払費用  13 36  23 175.7

繰延税金資産  310 204  △106 △34.3

その他  839 771  △67 △8.1

貸倒引当金  △150 △128  21 △14.2

投資その他の資産合計  2,963 12.5 3,187 14.1 223 7.5

固定資産合計  13,600 57.3 13,269 58.6 △331 △2.4

資産合計  23,738 100.0 22,656 100.0 △1,081 △4.6
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（単位：百万円、％）

前連結会計年度 

(平成18年１月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年１月31日) 
増減(△減少) 

科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

（負債の部）   

流動負債   

支払手形及び買掛金  3,103 2,821  △282 △9.1

短期借入金  2,785 2,060  △725 △26.0

１年内返済予定長期借入金  913 1,091  178 19.6

未払金  496 466  △29 △6.0

未払法人税等  142 77  △65 △45.6

役員賞与引当金  ― 26  26 ―

賞与引当金  635 631  △3 △0.6

設備関係支払手形  15 60  44 289.7

その他  529 550  21 4.0

流動負債合計  8,620 36.3 7,785 34.4 △834 △9.7

固定負債   

長期借入金  1,481 1,249  △231 △15.6

退職給付引当金  597 521  △75 △12.7

役員退職慰労引当金  321 355  34 10.6

その他  0 22  22 2,870.8

固定負債合計  2,401 10.1 2,150 9.5 △251 △10.5

負債合計  11,021 46.4 9,935 43.9 △1,085 △9.9

少数株主持分  12 0.1 ― ― △12 △100.0

（資本の部）   

資本金  1,197 5.0 ― ― △1,197 △100.0

資本剰余金  1,363 5.7 ― ― △1,363 △100.0

利益剰余金  9,655 40.7 ― ― △9,655 △100.0

その他有価証券評価差額金  512 2.2 ― ― △512 △100.0

自己株式  △24 △0.1 ― ― 24 △100.0

資本合計  12,704 53.5 ― ― △12,704 △100.0

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 23,738 100.0 ― ― △23,738 △100.0

（純資産の部） 
  

株主資本   

資本金  ― ― 1,197 5.3 1,197 ―

資本剰余金  ― ― 1,363 6.0 1,363 ―

利益剰余金  ― ― 9,647 42.5 9,647 ―

自己株式  ― ― △24 △0.1 △24 ―

株主資本合計  ― ― 12,183 53.7 12,183 ―

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  ― ― 520 2.3 520 ―

評価・換算差額等合計  ― ― 520 2.3 520 ―

少数株主持分  ― ― 16 0.1 16 ―

純資産合計  ― ― 12,720 56.1 12,720 ―

負債及び純資産合計  ― ― 22,656 100.0 22,656 ―
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連結損益計算書 

（単位：百万円、％）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 
増減(△減少) 

科 目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率

売上高  25,894 100.0 25,204 100.0 △689 △2.7

売上原価  19,911 76.9 19,394 77.0 △516 △2.6

売上総利益  5,982 23.1 5,809 23.0 △173 △2.9
販売費及び一般管理費   

運搬費及び荷造包装費 858 872  

給与 1,796 1,804  

役員賞与引当金繰入額 ― 26  

賞与引当金繰入額 245 242  

退職給付費用 68 105  

法定福利費 298 301  
役員退職慰労引当金繰入額 23 34  

減価償却費 220 189  

貸倒引当金繰入額 10 1  

その他 1,801 5,323 20.5 1,771 5,350 21.2 26 0.5

営業利益  658 2.6 458 1.8 △200 △30.4
営業外収益   

受取利息 10 18  

受取配当金 20 26  

受取賃貸料 13 16  
役員積立保険満期返戻金 1 11  

雑収入 39 85 0.3 45 119 0.5 33 39.6

営業外費用   
支払利息 42 41  

手形売却損 3 4  

雑損失 10 56 0.2 16 62 0.3 5 10.5

経常利益  687 2.7 515 2.0 △172 △25.0
特別利益   

固定資産売却益 0 0  

投資有価証券売却益 0 ―  

貸倒引当金戻入益 9 6  

ゴルフ会員権償還益 21 ―  

ゴルフ会員権返還益 ― 2  
厚生年金基金代行返上益 1,412 1,443 5.6 ― 9 0.0 △1,434 △99.3

特別損失   
固定資産売却損 3 0  

固定資産除却損 25 26  

減損損失 531 ―  

ゴルフ会員権評価損 1 8  
厚生年金基金代行返上損 ― 561 2.2 1 37 0.1 △524 △93.4

税金等調整前当期純利益 1,570 6.1 487 1.9 △1,082 △68.9
法人税、住民税及び事業税 221 188  

法人税等調整額 508 729 2.9 109 298 1.2 △430 △59.1

少数株主利益  3 0.0 6 0.0 2 75.7

当期純利益  837 3.2 183 0.7 △654 △78.1
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連結株主資本等変動計算書 
当連結会計年度(自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日) 

（単位：百万円）

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 

評価・換算

差額等 
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

連結会計年度中の 

変動額 
   

剰余金の配当  △165 △165  

役員賞与  △25 △25  

当期純利益  183 183  

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の 

変動額（純額） 

  7 4

連結会計年度中の 

変動額合計 
― ― △7 ― △7 7 4

平成19年1月31日残高 1,197 1,363 9,647 △24 12,183 520 16

 

連結剰余金計算書 

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 

（資本剰余金の部） 

資本剰余金期首残高 1,363

資本剰余金期末残高 1,363

（利益剰余金の部） 

利益剰余金期首残高 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 

配当金 160

役員賞与 22 182

利益剰余金期末残高 9,655
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連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

増減(△減少) 
科 目 

金額 金額 金額 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 1,570 487 △1,082 

減価償却費 1,152 1,068 △83 

減損損失 531 ― △531 

厚生年金基金代行返上益 △1,412 ― 1,412 

貸倒引当金の減少額 △25 △20 5 

役員賞与引当金の増加額 ― 26 26 

賞与引当金の減少額 △2 △3 △1 

退職給付引当金の減少額 △197 △75 121 

役員退職慰労引当金の増加額 22 34 11 

受取利息及び受取配当金 △31 △45 △13 

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 42 41 △1 

固定資産除却損 25 26 1 

売上債権の減少額(△増加額) △104 225 329 

たな卸資産の(△増加額)減少額 89 △6 △96 

仕入債務の(△減少額)増加額 14 △282 △296 

その他 25 74 49 

小 計 1,678 1,550 △127 

利息及び配当金の受取額 29 44 15 

利息の支払額 △42 △41 0 

法人税等の支払額 △238 △235 2 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,427 1,318 △108 

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 △779 △457 321 

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 △155 △63 91 

投資有価証券の取得による支出 △86 △543 △457 

投資有価証券の売却による収入 314 30 △283 

投資有価証券の償還による収入 ― 200 200 

貸付による支出 △4 △1 2 

貸付金の回収による収入 4 1 △2 

定期預金の増加額 △9 △9 △0 

ゴルフ会員権の取得による支出 ― △37 △37 

ゴルフ会員権の償還による収入 24 2 △21 

その他 △23 148 171 

投資活動によるキャッシュ・フロー △714 △728 △13 
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（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

増減(△減少) 
科 目 

金額 金額 金額 

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 923 △725 △1,648 

長期借入れによる収入 870 970 100 

長期借入金の返済による支出 △1,672 △1,022 649 

社債の償還による支出 △300 ― 300 

配当金の支払額 △160 △165 △5 

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 ― △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー △338 △944 △605 

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) 373 △354 △728 

現金及び現金同等物の期首残高 2,312 2,685 373 

現金及び現金同等物の期末残高 2,685 2,331 △354 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

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 

 株式会社津田イムラについては、新たに設立した

ことにより、当連結会計年度より連結の範囲に含

めることといたしました。 

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) 非連結子会社の名称等 

同左 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

  

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお

ります。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

  

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 

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 

同左 

  ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は、全部資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定) 

  ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

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

時価のないもの 

同左 

  

2) デリバティブ 

    時価法 

2) デリバティブ 

同左 

  

3) たな卸資産 

    主として移動平均法による原価法 

3) たな卸資産 

同左 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

(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) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

1) 有形固定資産 

同左 

  

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 

2) 無形固定資産 

同左 

  

(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。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

1) 貸倒引当金 

同左 

  

2)         ― 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

込額を計上しております。 

（会計処理の変更） 

当連結会計年度から「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当期純利益が26百万円

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。 

3) 賞与引当金 

同左 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

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、当連結会計年度末において発生し

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。 

（追加情報） 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚

生年金基金の代行部分について、平成18年１月

１日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受

けました。これによって、厚生年金基金代行返

上益1,412百万円を特別利益に計上いたしまし

た。 

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、当連結会計年度末において発生し

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

に基づく期末要支給額を計上しております。 

5) 役員退職慰労引当金 

同左 

  

(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。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

(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。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  

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 

2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

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。 

3) ヘッジ方針 

同左 

  

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。 

4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

(6) その他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。 

(6) その他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 

同左 

  

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

  

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定の償却については、原則として５年間

で均等償却しております。ただし、金額が僅少な場

合は発生年度において全額償却しております。 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、原則として５年間で均等

償却しております。ただし、金額が僅少な場合は発

生年度において全額償却しております。 

  

７ 利益処分項目等の取り扱いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分につい

て、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて

作成しております。 

７           ― 

  

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左 
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会計処理の変更 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議

会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月

31日 企業会計基準適用指針第６号)が平成16年３月31日

に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用で

きることになったことに伴い、当連結会計年度から同会

計基準及び同適用指針を適用しております。 

これにより経常利益が62百万円増加し、税金等調整前当

期純利益が469百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき当該資産の金額から直接控除しておりま

す。 

― 

 

 

 

  

― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当連結会計年度から「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

12,703百万円であります。 

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度におけ

る連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。 

  

 

表示方法の変更 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

― （連結貸借対照表関係） 

連結財務諸表規則の改正に伴い、前連結会計年度におい

て「営業権」として掲記されていたものは、当連結会計

年度から「のれん」として表示しております。 
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追加情報 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第

９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」(平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税

の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が34百万円増加し、営

業利益、経常利益が34百万円減少し、税金等調整前当期

純利益が34百万円減少しております。 

― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成18年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年１月31日) 

１ 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

 

１ 担保資産 

  (1) 流動資産 

    担保提供資産 

その他 303百万円

    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 

259百万円

 
  

  (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
 

  (2) 固定資産 

    担保提供資産 

建物及び構築物 2,008百万円

機械装置及び運搬具 2,280百万円

土地 2,205百万円

合計 6,494百万円
 

     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
 

     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 1,955百万円

機械装置及び運搬具 2,280百万円

土地 2,136百万円

合計 6,372百万円
 

    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
 

    担保資産に対応する債務 

短期借入金 710百万円

長期借入金(１年以内 
返済予定額を含む) 

1,306百万円

合計 2,016百万円
 

     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
 

     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 500百万円

長期借入金(１年以内 
返済予定額を含む) 

1,156百万円

合計 1,656百万円
 

  

２ 保証債務 ２ 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
 

  (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。 

 32百万円
 

  

  (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

 

  (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 

259百万円
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前連結会計年度 

(平成18年１月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年１月31日) 

３ 当社の発行済株式総数は、普通株式10,729千株であ

ります。 

３          ― 

 

４ 当社が保有する自己株式数は、普通株式48千株で

あります。 

４          ― 

  

 

(連結損益計算書関係) 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

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。 

１ 固定資産売却益は、機械装置及び運搬具の売却に

よるものであります。 

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

２ 固定資産売却損は、機械装置及び運搬具の売却に

よるものであります。 

 

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

ソフトウェア 5百万円

合計 25百万円

  

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 9百万円

機械装置及び運搬具 13百万円

その他 4百万円

合計 26百万円

  

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          ― 

 

    

    

    

    

    

    

  
 

(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

ソフトウェア他 25百万円
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

(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

ソフトウェア他 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

 

 

 
 

（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。 

 

 

（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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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年２月１日 至 平成19年１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 

当連結会計年度末
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 

当連結会計年度末
株式数 

普通株式（株） 48,967 48,967 ― 97,934 

（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。 

 

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

平成18年９月27日
取締役会 

普通株式 85 4.00 平成18年７月31日 平成18年10月12日

 

（2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

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19年４月25日
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 85 4.00
平成19年 
１月31日 

平成19年 
４月26日 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

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
   

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19年１月31日)

現金及び預金勘定 2,565百万円

預入期間が３か月を超える 
定期性預金 

△233百万円

現金及び現金同等物 2,331百万円
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(有価証券関係) 

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 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

区分 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの 100 100 0 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 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) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

   ①株式 619 1,500 881 

   ②その他 40 48 7 

小計 660 1,549 888 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

   ①株式 44 35 △9 

   ②債券 185 169 △15 

小計 229 204 △25 

合計 890 1,754 863 

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

314 0 ― 

 

４ 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) 

その他有価証券 
 

内容 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 

合計 95 

 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定

額 
 

区分 １年以内(百万円)
１年超５年以内 

(百万円) 
５年超10年以内 

(百万円) 
10年超(百万円) 

満期保有目的の債券 ― ― ― 100 

その他有価証券     

 債券 ― ― ― 185 

合計 ― ― ― 285 
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当連結会計年度(自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日) 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

区分 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 100 97 △2 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 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) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

   ①株式 426 1,344 917 

   ②その他 20 25 4 

小計 446 1,369 922 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

   ①株式 303 285 △17 

   ②債券 385 356 △28 

小計 689 642 △46 

合計 1,135 2,012 876 

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

30 ― ― 

 

４ 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) 

その他有価証券 
 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 70 

中小企業等投資事業有限責任組合 83 

その他 37 

合計 191 

 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定

額 
 

区分 １年以内(百万円)
１年超５年以内 

(百万円) 
５年超10年以内 

(百万円) 
10年超(百万円) 

満期保有目的の債券 ― ― 100 ― 

その他有価証券     

 債券 ― 200 ― 185 

合計 ― 200 100 185 
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(デリバティブ取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行っているため、記載を省略しております。 

 

(リース取引関係)  

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行っているため、記載を省略しております。 

 

(退職給付関係) 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  確定給付型の制度として、当社は厚生年金基金制度

を、連結子会社は退職一時金制度を設けておりま

す。 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年

金基金の代行部分について、平成18年１月１日に厚

生労働大臣から過去分返上の認可を受けました。こ

れによって、厚生年金基金代行返上益1,412百万円

を特別利益に計上いたしました。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  確定給付型の制度として、当社は厚生年金基金制度

を、連結子会社は退職一時金制度を設けておりま

す。 

 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △4,876百万円

年金資産 4,234百万円

未積立退職給付債務 △642百万円

未認識数理計算上の差異 176百万円

未認識過去勤務債務 △131百万円

退職給付引当金 △597百万円
  

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △5,091百万円

年金資産 4,618百万円

未積立退職給付債務 △473百万円

未認識数理計算上の差異 38百万円

未認識過去勤務債務 △86百万円

退職給付引当金 △521百万円
  

  

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 282百万円

利息費用 187百万円

期待運用収益 △47百万円

数理計算上の差異の費用処理額 222百万円

過去勤務債務の費用処理額 △470百万円

退職給付費用 175百万円

厚生年金基金代行返上益 △1,412百万円

合計 △1,237百万円
  

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 284百万円

利息費用 119百万円

期待運用収益 △148百万円

数理計算上の差異の費用処理額 74百万円

過去勤務債務の費用処理額 △45百万円

退職給付費用 284百万円

厚生年金基金代行返上益 ―百万円

合計 284百万円
  

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.5％

期待運用収益率 1.0％

過去勤務債務の額の処理年数 ３年

数理計算上の差異の処理年数 10年
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.5％

期待運用収益率 3.5％

過去勤務債務の額の処理年数 ３年

数理計算上の差異の処理年数 10年
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成18年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年１月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 47百万円

 賞与引当金損金算入限度超過額 257百万円

 未払事業税否認 19百万円

 役員退職慰労引当金繰入額否認 130百万円

 退職給付引当金 228百万円

 投資有価証券評価損 55百万円

 減損損失 193百万円

 その他 119百万円

 評価性引当額 △72百万円

 繰延税金資産合計 979百万円

 

繰延税金負債 

 特別償却準備金 5百万円

 その他有価証券評価差額金 351百万円

 繰延税金負債合計 356百万円

 

繰延税金資産の純額 622百万円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 25百万円

 賞与引当金損金算入限度超過額 256百万円

 未払事業税否認 9百万円

 役員退職慰労引当金繰入額否認 144百万円

 退職給付引当金 206百万円

 投資有価証券評価損 55百万円

 ゴルフ会員権評価損 41百万円

 減損損失 161百万円

 その他 98百万円

 評価性引当額 △114百万円

 繰延税金資産合計 884百万円

 

繰延税金負債 

 特別償却準備金 2百万円

 その他有価証券評価差額金 374百万円

 繰延税金負債合計 377百万円

 

繰延税金資産の純額 507百万円
  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

 (調整) 

  交際費等永久に損金に算入 
  されない項目 

1.7％

  受取配当金等永久に益金に 
  算入されない項目 

△0.5％

  住民税均等割 1.1％

  ＩＴ投資促進税制による 
  減税額 

△0.7％

減損損失 
（評価性引当額対象分） 

3.3％

  その他 0.9％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

46.4％

 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

 (調整) 

  交際費等永久に損金に算入 
  されない項目 

5.5％

  受取配当金等永久に益金に 
  算入されない項目 

△1.2％

  住民税均等割 5.4％

  役員賞与引当金 2.2％

評価性引当額の増加 8.3％

  その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

61.2％

 
  

 
 

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント】 

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) 

Ⅰ 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

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

  

  資産 14,293 1,406 1,358 17,058 6,680 23,738

  減価償却費 943 140 39 1,124 27 1,152

  減損損失 ― 398 10 408 123 531

  資本的支出 765 56 24 846 60 906

(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 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目にまとめた全社資産(6,680百万円)の主なものは、親会社での余剰運

用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券及び繰延税金資産)及び管理部門に係る資産等であ

ります。 

４ 資本的支出については、長期前払費用の増加額を含んでおります。 
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当連結会計年度(自 平成18年２月１日 至 平成19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) 

Ⅰ 売上高及び営業利益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

20,367 2,688 2,148 25,204 ― 25,204

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

587 0 144 732 （732） ―

計 20,955 2,689 2,292 25,936 （732） 25,204

  営業費用 20,180 2,970 2,322 25,473 （727） 24,745

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

774 △281 △30 463 （4） 458

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

  

  資産 13,509 1,314 1,328 16,151 6,504 22,656

  減価償却費 867 126 31 1,024 43 1,068

  資本的支出 376 92 36 506 20 526

(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 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目にまとめた全社資産(6,504百万円)の主なものは、親会社での余剰運

用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券及び繰延税金資産)及び管理部門に係る資産等であ

ります。 

４ 資本的支出については、長期前払費用の増加額を含んでおります。 

 

【所在地別セグメント】 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成18年２月１日 至 平成19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。 
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【海外売上高】 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成18年２月１日 至 平成19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。 

 

(関連当事者との取引) 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

該当事項はありません。 同左 

 

(重要な後発事象) 

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) 

当社は、平成17年12月16日開催の取締役会において、株式の分割による新株式の発行を行う旨の

決議をしております。 

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 

１ 平成18年１月31日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割する。 

２ 分割により増加する株式数  普通株式 10,729,370株 

３ 効力発生日 平成18年２月１日 

４ 配当起算日 平成18年２月１日 

（注）株式分割に際しては、資本金の増加はありません。 

前期首に株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以

下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１株当たり純資産額 548円35銭 593円55銭

１株当たり当期純利益 ７円47銭 38円02銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないため、

記載しておりません。 

同左 

 

当連結会計年度(自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日) 

該当事項はありません。 
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生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

当連結会計年度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 20,139 △3.4 

メーリングサービス事業 2,264 △3.1 

その他の事業 1,469 △0.5 

合計 23,874 △3.2 

(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 

当連結会計年度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 20,293 △2.8 957 △7.2 

メーリングサービス事業 2,630 △6.4 143 △28.8 

合計 22,924 △3.2 1,101 △10.7 

(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 

当連結会計年度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 20,367 △2.7 

メーリングサービス事業 2,688 △1.2 

その他の事業 2,148 △4.1 

合計 25,204 △2.7 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


