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平成20年 1月期  中間決算短信 
  平成19年 9 月 20 日

 

 
（百万円未満切捨て） 

１．19年 7月中間期の連結業績（平成19年 2月 1日～平成19年 7月31日） 

(1)連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年 7月中間期 
18年 7月中間期 

百万円 
13,504 
13,012 

％ 
3.8 

△2.4 

百万円
547
352

％
55.4

△27.3

百万円
568
373

％ 
52.3 

△25.7 

百万円
248
187

％
32.0
―

19年 1月期 25,204  458 515  183
 

 
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

 
19年 7月中間期 
18年 7月中間期 

円 銭 
11 62 
8 80 

円 銭
―
―

19年 1月期 8 59 ―
（参考）持分法投資損益 19年 7月中間期 ― 百万円  18年 7月中間期 ― 百万円  19年 1月期 ― 百万円 

(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 7月中間期 
18年 7月中間期 

百万円 
23,288 
23,580 

百万円
12,709
12,778

％ 
54.5 
54.1 

円 銭
594 15
597 54

19年 1月期 22,656 12,720 56.1 594 73
（参考）自己資本 19年 7月中間期 12,691百万円 18年 7月中間期 12,763百万円 19年 1月期 12,703百万円 

(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 7月中間期 
18年 7月中間期 

百万円 
980 
978 

百万円
△295
△566

百万円 
△193 
△422 

百万円
2,822
2,675

19年 1月期 1,318 △728 △944 2,331
 

２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期末 年間 
 
19年 1月期 

円 銭 
4 00 

円 銭
4 00

円 銭
8 00

20年 1月期 4 00 
20年 1月期（予想）  4 00

8 00

 
３．20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） 
 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 
通  期 

百万円 
25,900 

％
2.8

百万円 
740 

％
61.3

百万円
760

％
47.4

百万円
380

％ 
107.2 

円 銭
17 79

※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5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 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）執行役員経理部長 （氏名）福塚 昌義 ＴＥＬ 06-6910-2511 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動） 無  
  
(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則･手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの） 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有  
 ② ①以外の変更 無  
 (注)詳細は、 13ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 
  
(3) 発行済株式数（普通株式） 
 ①期末発行済株式数（自己株式を含む） 
 19年 7月中間期 21,458,740株 18年 7月中間期 21,458,740株 19年 1月期 21,458,740株
 ②期末自己株式数 
 19年 7月中間期 98,024株 18年 7月中間期 97,934株 19年 1月期 97,934株
 (注)１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、 27ページ「１株当たり情報

（注）算定上の基礎」をご覧ください。 
 
（参考）個別業績の概要 
 
１．19年 7月中間期の個別業績（平成19年 2月 1日～平成19年 7月31日） 
(1)個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年 7月中間期 
18年 7月中間期 

百万円 
12,536 
12,011 

％ 
4.4 

△3.6 

百万円
507
285

％
77.8

△37.3

百万円
543
322

％ 
68.8 

△33.5 

百万円
260
157

％
65.1
―

19年 1月期 23,247  403 466  160
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 
19年 7月中間期 
18年 7月中間期 

円 銭 
12 21 
7 40 

19年 1月期 7 51 

(2)個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年 7月中間期 
18年 7月中間期 

百万円 
22,678 
22,912 

百万円
12,619
12,672

％ 
55.6 
55.3 

円 銭
590 80
593 24

19年 1月期 22,034 12,619 57.3 590 76
（参考）自己資本 19年 7月中間期 12,619百万円 18年 7月中間期 12,672百万円 19年 1月期 12,619百万円 
 
２．20年 1月期の個別業績予想（平成19年 2月 1日～平成20年 1月31日） 
 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 
通  期 

百万円 
23,900 

％
2.8

百万円 
670 

％
66.2

百万円
720

％
54.5

百万円
380

％ 
137.0 

円 銭
17 79

※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5ページをご参照ください。 
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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、原油をはじめとする原材料価格の高騰や金利の上

昇など個人消費における先行き不透明感があるものの、企業収益の改善を背景に設備投資の増加

や、雇用環境の改善が見られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。 

封筒業界におきましては、普通通常郵便物は減少するものの、冊子小包郵便やメール便の伸長

により、封筒需要は微増程度で推移しているものと思われます。 

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、提案型営業の積極的な展開、

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、新商品の開発ならびに製品品質

の向上に努めてまいりました。また、平成22年１月期から適用となる内部統制報告書の提出に向

けた体制強化を進めております。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は135億４百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益は

５億47百万円（前年同期比55.4％増）、経常利益は５億68百万円（前年同期比52.3％増）、中間

純利益は２億48百万円（前年同期比32.0％増）となりました。 

当中間連結会計期間の利益増加要因は、主としてメーリングサービス事業における収益性の改

善によるものであります。なお、特別利益として投資有価証券売却益２億１百万円を、特別損失

として投資有価証券評価損29百万円ならびに固定資産の減損損失12百万円をそれぞれ計上いたし

ました。また、役員退職慰労引当金に係る繰延税金資産の取り崩し額１億44百万円を法人税等調

整額として計上しております。 

 

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） 

選挙関連需要の他、郵政公社の民営化告知ならびに損害保険会社の案内状等の大口スポット需

要があり、売上高は108億14百万円（前年同期比2.1％増）、営業利益は５億24百万円（前年同期

比6.5％増）となりました。 

 

（メーリングサービス事業） 

統一地方選挙および参議院選挙の投票所入場整理券発送業務の受託により、売上高は16億22百

万円（前年同期比23.3％増）と大幅な増収となりました。 

また、不採算受注の抑制や昭島・平野両事業所における生産性の向上に向けた取り組み効果に

より、営業損失は３百万円（前年同期は営業損失１億56百万円）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10億68百万円（前年同期比3.3％減）となりました。しかしながら、収益改善が促進された結果、

営業利益は６百万円（前年同期比377.7％増）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９億80百万円の収入、投

資活動によるキャッシュ・フローは２億95百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは

１億93百万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４億91百万円増加して、当中間連結会計期間末は28億22百万円（前年同期比5.5％

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９億80百万円（前年同期比0.1％増）となりました。これは主に、

税金等調整前中間純利益７億18百万円、減価償却費４億71百万円、売上債権の増加額４億81百万

円、仕入債務の増加額４億25百万円、法人税等の支払額59百万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２億95百万円（前年同期は５億66百万円の支出）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１億90百万円、投資有価証券の取得による支出２億

10百万円、また投資有価証券の売却による収入２億48百万円、敷金・保証金の差入による支出１

億29百万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１億93百万円（前年同期は４億22百万円の支出）となりました。

これは主に、短期借入金の純減少額２億95百万円、長期借入金の純増加額１億87百万円、配当金

の支払額85百万円などによるものであります。 
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（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。 

中間純利益は２億48百万円でしたが、配当金につきましては、１株につき４円の中間配当を実

施することにいたしました。また、期末配当金は１株につき４円を予定しており、これにより当

期の年間配当金は１株につき８円となる見込であります。 

なお、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）通期の見通しと対処すべき課題 

今後のわが国経済は、海外経済の拡大による輸出の増加ならびに高水準の企業収益を背景とし

て、景気は緩やかな拡大を続けていくものと予想されます。 

封筒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など、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、内部統制システムの強化や法令および定款遵守の体制整備に取り組むなど、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20年１月期の連結業績の見通しについては、売上高は259億円（前期比2.8％増）、営業利

益は７億40百万円（前期比61.3％増）、経常利益は７億60百万円（前期比47.4％増）、当期純利

益は３億80百万円（前期比107.2％増）となる見込であります。 
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企 業 集 団 の 状 況 
 

最近の有価証券報告書（平成19年４月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関係

会社の状況」から重要な変更がないため、開示を省略いたします。 

 

 

経  営  方  針 
 

 

（１）経営の基本方針、（３）中・長期的な経営戦略 

平成19年１月期決算短信（平成19年３月20日開示）により開示を行った内容から重要な変更がな

いため、開示を省略いたします。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.imura.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

（２）目標とする経営指標 

当社は、業績の状況を判断する指標として、経常利益および売上高経常利益率を重要視しており

ます。具体的には、平成18年２月に公表いたしました2006～2008年度中期経営計画“Ｓ＆Ｉ”

（Satisfaction＆Innovation）に基づき、封筒事業の販売ルート強化による売上拡大およびメーリ

ングサービス事業の収益事業への転換などにより、収益性の向上を図ることで過去最高の業績を目

指すことを最重点におき、その達成に向けて鋭意取り組んでおります。 

目標とする経営指標は次のとおりであります。（単体ベース） 

売上高   270億円 

経常利益  18億円（売上高経常利益率 6.6％） 

 

（４）対処すべき課題 

    ５ページ「経営成績及び財政状態（３）通期の見通しと対処すべき課題」に記載のとおりであり

ます。 
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中間連結財務諸表等 

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18年７月31日) (平成19年７月31日) (平成19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  2,896 3,051  2,565

受取手形及び売掛金  4,185 4,571  4,091

たな卸資産  1,217 1,281  1,256

繰延税金資産  343 367  303

その他  1,365 1,293  1,214

貸倒引当金  △37 △43  △44

流動資産合計  9,972 42.3 10,521 45.2  9,387 41.4

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物  2,709 2,527  2,615

機械装置及び運搬具  3,115 2,733  2,924

土地  4,053 4,053  4,053

その他  227 190  195

有形固定資産合計  10,106 42.9 9,503 40.8  9,789 43.2

無形固定資産  312 1.3 221 0.9  293 1.3

投資その他の資産    

投資有価証券  2,182 2,124  2,303

繰延税金資産  287 114  204

その他  854 934  808

貸倒引当金  △135 △130  △128

投資その他の資産合計  3,189 13.5 3,042 13.1  3,187 14.1

固定資産合計  13,608 57.7 12,767 54.8  13,269 58.6

資産合計  23,580 100.0 23,288 100.0  22,656 100.0
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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18年７月31日) (平成19年７月31日) (平成19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  2,977 3,247  2,821

短期借入金  2,530 1,765  2,060

１年内返済予定長期借入金  936 991  1,091

役員賞与引当金  10 ―  26

賞与引当金  713 713  631

その他  1,350 1,495  1,154

流動負債合計  8,517 36.1 8,213 35.2  7,785 34.4

固定負債    

長期借入金  1,371 1,537  1,249

退職給付引当金  553 482  521

役員退職慰労引当金  335 322  355

その他  23 22  22

固定負債合計  2,283 9.7 2,366 10.2  2,150 9.5

負債合計  10,801 45.8 10,579 45.4  9,935 43.9

（資本の部）    

（純資産の部）    

株主資本    

資本金  1,197 5.1 1,197 5.1  1,197 5.3

資本剰余金  1,363 5.8 1,363 5.9  1,363 6.0

利益剰余金  9,737 41.3 9,810 42.1  9,647 42.5

自己株式  △24 △0.1 △24 △0.1  △24 △0.1

株主資本合計  12,273 52.1 12,346 53.0  12,183 53.7

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  490 2.0 344 1.5  520 2.3

評価・換算差額等合計  490 2.0 344 1.5  520 2.3

少数株主持分  14 0.1 18 0.1  16 0.1

純資産合計  12,778 54.2 12,709 54.6  12,720 56.1

負債及び純資産合計  23,580 100.0 23,288 100.0  22,656 100.0
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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18年２月１日 
 至 平成18年７月31日) 

(自 平成19年２月１日 
 至 平成19年７月31日) 

(自 平成18年２月１日 
 至 平成19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  13,012 100.0 13,504 100.0  25,204 100.0

売上原価  9,969 76.6 10,136 75.1  19,394 77.0

売上総利益  3,043 23.4 3,368 24.9  5,809 23.0

販売費及び一般管理費    

運搬費及び荷造包装費 439  467 872 

給与 898  935 1,804 

役員賞与引当金繰入額 10  ― 26 

賞与引当金繰入額 273  276 242 

退職給付費用 52  59 105 

法定福利費 151  158 301 

役員退職慰労引当金繰入額 14  18 34 

減価償却費 103  81 189 

貸倒引当金繰入額 0  5 1 

その他 749 2,691 20.7 817 2,821 20.8 1,771 5,350 21.2

営業利益  352 2.7 547 4.1  458 1.8

営業外収益    

受取利息 6  22 18 

受取配当金 13  16 26 

受取賃貸料 8  7 16 

役員積立保険満期返戻金 1  ― 11 

雑収入 19 49 0.4 27 74 0.5 45 119 0.5

営業外費用    

支払利息 18  25 41 

手形売却損 1  3 4 

雑損失 8 28 0.2 24 53 0.4 16 62 0.3

経常利益  373 2.9 568 4.2  515 2.0

特別利益    

固定資産売却益 0  0 0 

貸倒引当金戻入益 11  1 6 

投資有価証券売却益 ―  201 ― 

ゴルフ会員権返還益 ―  ― 2 

その他 ― 12 0.0 0 203 1.5 ― 9 0.0

特別損失    

固定資産売却損 0  0 0 

固定資産除却損 13  11 26 

減損損失 ―  12 ― 

投資有価証券評価損 ―  29 ― 

ゴルフ会員権評価損 ―  ― 8 

厚生年金基金代行返上損 1 15 0.1 ― 53 0.4 1 37 0.1

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

 
370 2.8 718 5.3  487 1.9

法人税、住民税及び事業税 171  322 188 

法人税等調整額 6 178 1.4 145 468 3.5 109 298 1.2

少数株主利益  3 0.0 2 0.0  6 0.0

中間(当期)純利益  187 1.4 248 1.8  183 0.7
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中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(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 
    

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 

純資産合計

平成18年１月31日残高 1,197 1,363 9,655 △24 12,191 512 12 12,716

中間連結会計期間中の 
変動額 

   

剰余金の配当  △80 △80   △80

役員賞与  △25 △25   △25

中間純利益  187 187   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 △20

中間連結会計期間中の 
変動額合計 

― ― 82 ― 82 △22 1 61

平成18年７月31日残高 1,197 1,363 9,737 △24 12,273 490 14 12,778

 

当中間連結会計期間(自 平成19年２月１日 至 平成19年７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 

純資産合計

平成19年１月31日残高 1,197 1,363 9,647 △24 12,183 520 16 12,720

中間連結会計期間中の 
変動額 

   

剰余金の配当  △85 △85   △85

中間純利益  248 248   248

自己株式の取得  △0 △0   △0

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） 

 △175 1 △173

中間連結会計期間中の 
変動額合計 

― ― 162 △0 162 △175 1 △11

平成19年７月31日残高 1,197 1,363 9,810 △24 12,346 344 18 12,709

 

前連結会計年度(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 
純資産合計

平成18年１月31日残高 1,197 1,363 9,655 △24 12,191 512 12 12,716

連結会計年度中の 
変動額 

   

剰余金の配当  △165 △165   △165

役員賞与  △25 △25   △25

当期純利益  183 183   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 11

連結会計年度中の 
変動額合計 

― ― △7 ― △7 7 4 3

平成19年１月31日残高 1,197 1,363 9,647 △24 12,183 520 16 12,720
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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 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日
 至 平成18年７月31日)

(自 平成19年２月１日 
 至 平成19年７月31日) 

(自 平成18年２月１日
 至 平成19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 370 718 487 

減価償却費 520 471 1,068 

減損損失 ― 12 ― 

貸倒引当金の増加額(△減少額) △20 1 △20 

役員賞与引当金の増加額(△減少額) 10 △26 26 

賞与引当金の増加額(△減少額) 77 82 △3 

退職給付引当金の減少額 △44 △38 △75 

役員退職慰労引当金の増加額(△減少額) 14 △32 34 

受取利息及び受取配当金 △20 △39 △45 

投資有価証券売却益 ― △201 ― 

投資有価証券評価損 ― 29 ― 

支払利息 18 25 41 

固定資産除却損 13 11 26 

売上債権の減少額(△増加額) 118 △481 225 

たな卸資産の減少額(△増加額) 31 △25 △6 

仕入債務の増加額(△減少額) △125 425 △282 

その他 127 89 74 

小 計 1,091 1,022 1,550 

利息及び配当金の受取額 18 42 44 

利息の支払額 △20 △26 △41 

法人税等の支払額 △111 △59 △235 

営業活動によるキャッシュ・フロー 978 980 1,318 

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 △241 △190 △457 

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 △30 △2 △63 

投資有価証券の取得による支出 △375 △210 △543 

投資有価証券の売却による収入 ― 248 30 

投資有価証券の償還による収入 100 ― 200 

貸付による支出 △2 △0 △1 

貸付金の回収による収入 1 0 1 

定期預金の減少額(△増加額) △4 3 △9 

敷金・保証金の差入による支出 ― △129 ― 

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 ― ― 2 

その他 23 △13 148 

投資活動によるキャッシュ・フロー △566 △295 △728 
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（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 

(自 平成18年２月１日
 至 平成18年７月31日)

(自 平成19年２月１日 
 至 平成19年７月31日) 

(自 平成18年２月１日
 至 平成19年１月31日)

科 目 

金額 金額 金額 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純減少額 △255 △295 △725 

長期借入れによる収入 450 800 970 

長期借入金の返済による支出 △536 △612 △1,022 

自己株式の取得による支出 ― △0 ― 

配当金の支払額 △80 △85 △165 

少数株主への配当金の支払額 △0 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △422 △193 △944 

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) △10 491 △354 

現金及び現金同等物の期首残高 2,685 2,331 2,685 

現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 2,675 2,822 2,331 
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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 

 

固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産 

平成19年４月１日以後取得の資産 

法人税法の規定による定率法 

ただし、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 

平成19年３月31日以前取得の資産 

法人税法の規定による旧定率法 

ただし、平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得の建物(建物附属設備を除く)につ

いては、法人税法の規定による旧定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物       ３年～50年 

構築物      ７年～75年 

機械及び装置    10年 

   

（2）無形固定資産 

平成19年４月１日以後取得の資産 

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 

平成19年３月31日以前取得の資産 

 法人税法の規定による旧定額法 

 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)に基づく旧定

額法 

   

（3）長期前払費用 

平成19年４月１日以後支出のもの 

法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法 

平成19年３月31日以前支出のもの 

法人税法に規定する方法と同一の基準による旧定額法 

 

なお、上記固定資産の減価償却の方法以外は、最近の半期報告書（平成18年10月20日提出）におけ

る記載から重要な変更がないため、開示を省略いたします。 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号」及び「法

人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号」）に伴い、平成19年４月１日以

後取得の資産の減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。なお、この変

更により減価償却費が１百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ

１百万円減少しております。 

 

表示方法の変更 

 (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において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示してお

りました「敷金・保証金の差入による支出」（前中間連結会計期間１百万円）については、重要性が

増したため、当中間連結会計期間より区分掲記しております。 
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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18年７月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年７月31日) 

前連結会計年度末 
(平成19年１月31日) 

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 

20,850百万円

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

20,502百万円

   

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 305百万円

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 

225百万円

 

２ 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 

2,077百万円

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 

1,940百万円

機械装置 
及び運搬具

2,160百万円

土地 2,205百万円

合計 6,307百万円
 

(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 

2,021百万円

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 

1,887百万円

機械装置 
及び運搬具

2,160百万円

土地 2,136百万円

合計 6,184百万円
 

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 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 668百万円

長期借入金
(１年以内
返済予定額
を含む) 

1,254百万円

合計 1,922百万円
 

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 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 500百万円

長期借入金
(１年以内 
返済予定額
を含む) 

1,062百万円

合計 1,562百万円
 

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
 



 
株式会社 イムラ封筒（3955）平成20年1月期 中間決算短信 

 15

 
前中間連結会計期間末 
(平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年７月31日) 

前連結会計年度末 
(平成19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。 

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。 

29百万円

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。 

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 

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 

225百万円
 

(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
 

   

  



 
株式会社 イムラ封筒（3955）平成20年1月期 中間決算短信 

 16

(中間連結損益計算書関係) 

 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 
(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、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。 

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 

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 

0百万円

機械装置 
及び運搬具 

1百万円

その他 1百万円

無形固定資産 7百万円

合計 11百万円
 

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
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(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 
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当中間連結会計期間(自 平成19年２月１日 至 平成19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） 21,458,740 ― ― 21,458,740 

 

 

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） 97,934 90 ― 98,024 

（変動事由の概要） 

自己株式の増加は、単元未満株式の買取請求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19年４月25日
定時株主総会 

普通株式 85 4.00 平成19年１月31日 平成19年４月26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19年９月20日
取締役会 

普通株式 利益剰余金 85 4.00
平成19年 
７月31日 

平成19年 
10月11日 
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前連結会計年度(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 
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(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18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 
(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19年７月31日)

現金及び 
預金勘定 

3,051百万円

預入期間が 
３か月を超える
定期性預金 

△228百万円

現金及び 
現金同等物 

2,822百万円

   

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

   

 

(開示の省略) 

リース取引、デリバティブ取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の重

要性が大きくないと考えられるため、記載を省略いたします。 
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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 
前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 

 

(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19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 150 141 △8 

(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 692 1,293 602 

②債券 537 483 △53 

③その他 20 24 4 

計 1,249 1,801 551 

 

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19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 70 

中小企業等投資事業有限責任組合 65 

その他 37 

計 173 
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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19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 97 △2 

(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 730 1,630 900 

②債券 385 356 △28 

③その他 20 25 4 

計 1,135 2,012 876 

 

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19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 70 

中小企業等投資事業有限責任組合 83 

その他 37 

計 191 
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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

(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19年２月１日 至 平成19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 

10,814 1,622 1,068 13,504  13,504

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高 

331 0 69 401 ( 401) 

計 11,145 1,623 1,138 13,905 ( 401) 13,504

営業費用 10,620 1,625 1,131 13,377 ( 419) 12,957

営業利益又は 
営業損失(△) 

524 △3 6 528 18 547
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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) 

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

(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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年２月１日 至 平成19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。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年２月１日 至 平成19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。 
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(１株当たり情報) 

 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

１株当たり純資産額 597円54銭 １株当たり純資産額 594円15銭 １株当たり純資産額 594円73銭

１株当たり中間純利益 ８円80銭 １株当たり中間純利益 11円62銭 １株当たり当期純利益 ８円59銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がな

いため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がな

いため、記載しておりません。 

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。 

 

当社は、平成18年２月１日付で普通

株式１株につき２株の割合で株式分

割を行っております。当該株式分割

が前期首に行われたと仮定した場合

における１株当たり情報について

は、それぞれ以下のとおりでありま

す。 

前中間連結会計 
期間 

前連結会計年度 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

543円54銭 593円55銭 

１株当たり 
中間純損失 

１株当たり 
当期純利益 

３円25銭 38円02銭 
  
（追加情報） 

当中間連結会計期間から、改正後の

「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 

終改正平成18年１月31日 企業会計

基準第２号）及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 終改

正平成18年１月31日 企業会計基準

適用指針第４号）を適用しておりま

す。 

これによる影響はありません。 

 当社は、平成18年２月１日付で普通

株式１株につき２株の割合で株式分

割を行っております。当該株式分割

が前期首に行われたと仮定した場合

における１株当たり情報について

は、それぞれ以下のとおりでありま

す。 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 593円55銭

１株当たり当期純利益 38円02銭

  
（追加情報） 

当連結会計年度から、改正後の「１

株当たり当期純利益に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 終改

正平成18年１月31日 企業会計基準

第２号）及び「１株当たり当期純利

益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 終改正平

成18年１月31日 企業会計基準適用

指針第４号）を適用しております。

これによる影響はありません。 
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間末
(平成18年７月31日)

当中間連結会計期間末 
(平成19年７月31日)

前連結会計年度末 
(平成19年１月31日)

中間連結貸借対照表の純
資産の部の合計額 

(百万円) 12,778 12,709 12,720 

普通株式に係る純資産額 (百万円) 12,763 12,691 12,703 

中間連結貸借対照表の純資産の部の
合計額と1株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式に係る中間連
結会計期間末の純資産額との差額の
主な内訳 

   

少数株主持分 (百万円) 14 18 16 

普通株式の発行済株式数   (株) 21,458,740 21,458,740 21,458,740 

普通株式の自己株式数    (株) 97,934 98,024 97,934 

普通株式の期中平均株式数  (株) 21,360,806 21,360,716 21,360,806 

 

２ １株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日
至 平成18年７月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年２月１日
至 平成19年１月31日)

中間連結損益計算書の中
間(当期)純利益 

(百万円) 187 248 183 

普通株主に帰属しない 
金額 

(百万円) ― ― ― 

（うち、利益処分による 
役員賞与金） 

(百万円) ( ―) ( ―) ( ―) 

普通株式に係る中間(当
期)純利益 

(百万円) 187 248 183 

普通株式の期中平均株式数  (株) 21,360,806 21,360,731 21,360,806 

 

 (重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日) 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日) 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(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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中間貸借対照表 

（単位：百万円、％）

前中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成19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 2,447  2,609 2,105 

受取手形 839  889 696 

売掛金 3,103  3,465 3,189 

たな卸資産 1,044  1,105 1,091 

繰延税金資産 330  355 288 

その他 1,362  1,288 1,209 

貸倒引当金 △34  △41 △41 

流動資産合計  9,094 39.7 9,672 42.7  8,539 38.8

固定資産    

有形固定資産    

建物 2,495  2,327 2,411 

構築物 156  143 148 

機械及び装置 3,048  2,676 2,866 

車両運搬具 17  16 15 

工具器具及び備品 162  145 146 

土地 3,864  3,864 3,864 

建設仮勘定 58  38 43 

有形固定資産合計 9,804  9,213 9,496 

無形固定資産    

ソフトウェア 209  147 202 

その他 92  66 83 

無形固定資産合計 302  213 286 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,180  2,115 2,301 

関係会社株式 613  613 613 

従業員長期貸付金 0  0 0 

長期前払費用 11  33 35 

繰延税金資産 231  76 147 

その他 805  869 743 

貸倒引当金 △129  △130 △128 

投資その他の資産合計 3,711  3,578 3,713 

固定資産合計  13,818 60.3 13,005 57.3  13,495 61.2

資産合計  22,912 100.0 22,678 100.0  22,034 100.0
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（単位：百万円、％）

前中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成19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 156  177 122 

買掛金 2,669  2,928 2,556 

短期借入金 2,340  1,600 1,900 

１年内返済予定長期借入金 936  991 1,091 

未払金 532  476 452 

未払法人税等 164  324 61 

未払費用 321  338 331 

役員賞与引当金 10  ― 21 

賞与引当金 688  690 606 

設備関係支払手形 25  16 60 

その他 233  268 189 

流動負債合計  8,078 35.3 7,813 34.5  7,394 33.5

固定負債    

長期借入金 1,371  1,537 1,249 

退職給付引当金 462  386 426 

役員退職慰労引当金 304  297 321 

その他 23  22 22 

固定負債合計  2,161 9.4 2,245 9.9  2,021 9.2

負債合計  10,240 44.7 10,058 44.4  9,415 42.7

（純資産の部）    

株主資本    

資本金  1,197 5.2 1,197 5.3  1,197 5.4

資本剰余金    

資本準備金 1,363  1,363 1,363 

資本剰余金合計  1,363 6.0 1,363 6.0  1,363 6.2

利益剰余金    

利益準備金 299  299 299 

その他利益剰余金    

特別償却準備金 8  3 3 

別途積立金 8,810  8,810 8,810 

繰越利益剰余金 527  625 450 

利益剰余金合計  9,645 42.1 9,738 42.9  9,562 43.4

自己株式  △24 △0.1 △24 △0.1  △24 △0.1

株主資本合計  12,182 53.2 12,274 54.1  12,099 54.9

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  490 2.1 345 1.5  520 2.4

評価・換算差額等合計  490 2.1 345 1.5  520 2.4

純資産合計  12,672 55.3 12,619 55.6  12,619 57.3

負債及び純資産合計  22,912 100.0 22,678 100.0  22,034 100.0
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中間損益計算書 

（単位：百万円、％）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度の要約損益計算書

(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

(自 平成18年２月１日 
至 平成19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  12,011 100.0 12,536 100.0  23,247 100.0

売上原価  9,362 77.9 9,539 76.1  18,178 78.2

売上総利益  2,648 22.1 2,997 23.9  5,068 21.8

販売費及び一般管理費  2,363 19.7 2,490 19.9  4,665 20.1

営業利益  285 2.4 507 4.0  403 1.7

営業外収益  65 0.5 90 0.7  127 0.5

営業外費用  29 0.2 54 0.4  64 0.2

経常利益  322 2.7 543 4.3  466 2.0

特別利益  11 0.1 203 1.6  9 0.0

特別損失  15 0.1 52 0.4  36 0.2

税引前中間(当期) 
純利益 

 318 2.7 694 5.5  438 1.8

法人税、住民税 
及び事業税 

150  309 162 

法人税等調整額 10 160 1.4 123 433 3.4 115 278 1.2

中間(当期)純利益  157 1.3 260 2.1  160 0.6
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中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
    

資本金 
資本準備金 利益準備金 特別償却

準備金

別途 

積立金

繰越利益

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

純資産合計

平成18年１月31日残高 1,197 1,363 299 14 8,310 965 △24 12,125 512 12,637

中間会計期間中の 

変動額 
  

剰余金の配当  △80 △80 △80

役員賞与  △21 △21 △21

中間純利益  157 157 157

その他利益剰余金 

間の振替 
 △5 500 △494 ― ―

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額（純額） 

  △22 △22

中間会計期間中の 

変動額合計 
― ― ― △5 500 △437 ― 56 △22 34

平成18年7月31日残高 1,197 1,363 299 8 8,810 527 △24 12,182 490 12,672

 

当中間会計期間(自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日) 

（単位：百万円）

株主資本 
評価・換算

差額等 

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 利益準備金 特別償却

準備金

別途 

積立金

繰越利益

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

純資産合計

平成19年１月31日残高 1,197 1,363 299 3 8,810 450 △24 12,099 520 12,619

中間会計期間中の 

変動額 
  

剰余金の配当  △85 △85 △85

中間純利益  260 260 260

自己株式の取得   △0 △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） 

  △174 △174

中間会計期間中の 

変動額合計 
― ― ― ― ― 175 △0 175 △174 0

平成19年７月31日残高 1,197 1,363 299 3 8,810 625 △24 12,274 345 12,619
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前事業年度(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 
評価・換算

差額等 

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 利益準備金 特別償却

準備金

別途 

積立金

繰越利益

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

純資産合計

平成18年１月31日残高 1,197 1,363 299 14 8,310 965 △24 12,125 512 12,637

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △165 △165 △165

役員賞与  △21 △21 △21

当期純利益  160 160 160

特別償却準備金の

取崩し 
 △10 10 ― ―

その他利益剰余金

間の振替 
 500 △500 ― ―

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

  7 7

事業年度中の 

変動額合計 
― ― ― △10 500 △515 ― △26 7 △18

平成19年１月31日残高 1,197 1,363 299 3 8,810 450 △24 12,099 520 12,619
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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 

 

固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産 

平成19年４月１日以後取得の資産 

法人税法の規定による定率法 

ただし、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 

平成19年３月31日以前取得の資産 

法人税法の規定による旧定率法 

ただし、平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得の建物(建物附属設備を除く)につ

いては、法人税法の規定による旧定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物       ３年～50年 

構築物      ７年～75年 

機械及び装置    10年 

   

（2）無形固定資産 

平成19年４月１日以後取得の資産 

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 

平成19年３月31日以前取得の資産 

 法人税法の規定による旧定額法 

 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)に基づく旧定

額法 

   

（3）長期前払費用 

平成19年４月１日以後支出のもの 

法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法 

平成19年３月31日以前支出のもの 

法人税法に規定する方法と同一の基準による旧定額法 

 

なお、上記固定資産の減価償却の方法以外は、最近の半期報告書（平成18年10月20日提出）におけ

る記載から重要な変更がないため、開示を省略いたします。 

 

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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号」及び「法

人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号」）に伴い、平成19年４月１日以

後取得の資産の減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。なお、この変

更により減価償却費が１百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ１百万

円減少しております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成18年７月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年７月31日) 

前事業年度末 
(平成19年１月31日) 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

19,702百万円 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

20,413百万円

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

20,057百万円

   

２ 担保資産 

(1) 流動資産 

担保提供資産 

預け金 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 

預け金 305百万円

  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 

225百万円

 

２ 担保資産 

(1) 流動資産 

担保提供資産 

預け金 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 2,056百万円

構築物  20百万円

機械及び 
装置 

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 1,922百万円

構築物  18百万円

機械及び 
装置 

2,160百万円

土地 2,205百万円

合計 6,307百万円
 

(2) 固定資産 

担保提供資産 

建物 1,989百万円

構築物 19百万円

機械及び 
装置 

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 2,001百万円

構築物 20百万円

機械及び 
装置 

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 1,869百万円

構築物 18百万円

機械及び 
装置 

2,160百万円

土地 2,136百万円

合計 6,184百万円
 

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 1,936百万円

構築物 19百万円

機械及び 
装置 

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 960百万円 

長期借入金 1,304百万円 

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 2,264百万円 
 

   担保資産に対応する債務 

短期借入金 668百万円

長期借入金 1,254百万円

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 1,922百万円
 

   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 1,306百万円

(１年以内返済 
予定額を含む) 

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 750百万円 

長期借入金 1,154百万円 

(１年以内返済 
予定額を含む) 

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 500百万円

長期借入金 1,062百万円

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 1,562百万円

  

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 1,156百万円

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 1,656百万円
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前中間会計期間末 
(平成18年７月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年７月31日) 

前事業年度末 
(平成19年１月31日) 

３ 保証債務 

(1) 関係会社の仕入債務等に対

して次のとおり保証を行っ

ております。 

株式会社 
タイパック 

28百万円

 

３ 保証債務 

(1) 関係会社の仕入債務等に対

して次のとおり保証を行っ

ております。 

株式会社 
タイパック 

26百万円

３ 保証債務 

 (1) 関係会社の仕入債務に対し

て次のとおり保証を行って

おります。 

株式会社 
タイパック 

25百万円

   

 (2) 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 

 (2) 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。 

29百万円

(2) 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

   

(3) 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
 

(3) 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 

225百万円
 

 (3) 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
 

  

４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重

要性が乏しいため、流動負債

の「その他」に含めて表示し

ております。 

４ 消費税等の取扱い 

同左 

４       ― 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

１ 営業外収益の主要なもの 

受取利息 6百万円

受取配当金 17百万円
 

１ 営業外収益の主要なもの 

受取利息 22百万円

受取配当金 20百万円
 

１ 営業外収益の主要なもの 

受取利息 18百万円

受取配当金 30百万円
 

   

２ 営業外費用の主要なもの 

支払利息 17百万円

手形売却損 1百万円
 

２ 営業外費用の主要なもの 

支払利息 24百万円

手形売却損 3百万円
 

２ 営業外費用の主要なもの 

支払利息 39百万円

手形売却損 4百万円
 

   

３ 特別利益の主要なもの 

貸倒引当金 
戻入益 

11百万円 

 

３ 特別利益の主要なもの 

投資有価証券
売却益 

200百万円

貸倒引当金 
戻入益 

2百万円

 

３ 特別利益の主要なもの 

貸倒引当金 
戻入益 

6百万円

ゴルフ会員権 
返還益 

2百万円

 
   

４ 特別損失の主要なもの 

固定資産 
除却損 

13百万円 

 

４ 特別損失の主要なもの 

固定資産 
除却損 

10百万円

減損損失 12百万円

投資有価証券
評価損 

29百万円

 

４ 特別損失の主要なもの 

固定資産 
除却損 

 26百万円

厚生年金基金
代行返上益 

1百万円

ゴルフ会員権
評価損 

8百万円

 
   

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 457百万円

無形固定資産 49百万円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 411百万円

無形固定資産 48百万円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 940百万円

無形固定資産 99百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 増加株式数 減少株式数 
当中間会計期間末

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。 

 

当中間会計期間（自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 増加株式数 減少株式数 
当中間会計期間末

株式数 

普通株式（株） 97,934 90 ― 98,024

（変動事由の概要） 

自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 

 

前事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 増加株式数 減少株式数 当事業年度末株式数

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。 

 

 




