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平成２０年３月期 中間決算短信 

平成 19 年 11 月９日 
 

上場会社名   共同印刷株式会社                       上場取引所  東証一部 
コード番号    ７９１４                         ＵＲＬ http://www.kyodoprinting.co.jp 
代  表  者  (役職名) 代 表 取 締 役 社 長           (氏名) 稲木 歳明 
問合せ先責任者  (役職名) 専 務 取 締 役           (氏名) 谷  公明   TEL (03)3817-2101 
半期報告書提出予定日   平成 19 年 12 月 14 日         配当支払開始予定日  平成 19 年 12 月３日 
 
 

（百万円未満切捨て） 
１．平成 19 年 9 月中間期の連結業績（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 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

 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

19 年 9 月中間期 54,217 1.7 405 △25.3 880 △1.5 274 △24.4

18 年 9 月中間期 53,289 3.7 542 △36.5 894 △33.3 363 －

19 年 3 月期 111,040 － 1,535 － 2,009 － 2,377 －

 

 
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 

   円 銭   円 銭 

19 年 9 月中間期 3 ． 05 － ．－ 

18 年 9 月中間期 4 ． 03 － ．－ 

19 年 3 月期 26 ． 38 － ．－ 

（参考）持分法投資損益 19年9月中間期 △57百万円  18年9月中間期 △1百万円  19年3月期 11百万円 
 
（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 

            百万円             百万円              % 円    銭

19 年 9 月中間期 109,203  56,486  51.5  624 ． 48 

18 年 9 月中間期 106,994  56,122  52.3  620 ． 57 

19 年 3 月期 114,989  57,528  49.9  636 ． 42 

（参考）自己資本 19年9月中間期 56,267百万円  18年9月中間期 55,916百万円  19年3月期 57,344百万円 

 
（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         

            百万円            百万円            百万円            百万円 

19 年 9 月中間期 2,774  △2,246  △2,285  10,301

18 年 9 月中間期 1,148  △2,392  △744  10,220

19 年 3 月期 3,439  △3,298  △292  12,058

 

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 

 円    銭      円   銭    円    銭 

19 年 3 月期 4 ． 00 4 ． 00 8 ． 00 

20 年 3 月期  4 ． 00  

20 年 3 月期（予想）   4 ． 00 
8 ． 00 

 

３．平成 20 年 3 月期の連結業績予想（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 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 

 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円  銭

通   期 114,200 2.8 1,600 4.2 2,100 4.5 1,000 △57.9 11 ． 10 

（財）財務会計基準機構会員
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を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 18 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」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 9 月中間期  90,200,000 株  18 年 9 月中間期  90,200,000 株  19 年 3 月期  90,200,000 株 

  ② 期末自己株式数 

      19 年 9 月中間期      96,123 株  18 年 9 月中間期     94,491 株  19 年 3 月期    95,408 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、30 ページ「1株当たり情報」

をご覧ください。 

 
 
（参考）個別業績の概要 
 
１．平成 19 年９月中間期の個別業績（平成 19 年 4月 1 日～平成 19 年９月 30 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

 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

19 年 9 月中間期 51,266 0.5 257 △25.5 1,011 11.0 528 4.6

18 年 9 月中間期 50,999 3.9 345 △26.5 911 △19.8 505 －

19 年 3 月期 105,202 － 947 － 1,814 － 2,544 －
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

   円 銭 

19 年 9 月中間期 5 ． 86 

18 年 9 月中間期  5 ． 60 

19 年 3 月期 28 ． 23 

 

（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 

             百万円             百万円              %  円    銭

19 年 9 月中間期 98,428  50,702 51.5  562 ． 44 

18 年 9 月中間期 98,443  50,182 51.0  556 ． 66 

19 年 3 月期 102,284  51,573 50.4  572 ． 09 

（参考）自己資本 19年9月中間期 50,702百万円  18年9月中間期 50,182百万円  19年3月期 51,573百万円 
 

２．平成 20 年 3月期の個別業績予想（平成 19 年 4 月 1日～平成 20 年 3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 

 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円  銭

通   期 108,000 2.7 1,300 37.1 2,300 26.7 1,400 △45.0 15 ． 53 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１． 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異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ご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（１）

経営成績に関する分析」をご覧ください。 

２． 通期の連結業績予想につきましては、本資料において修正しております。なお、当該予想数値に関する事項は、

３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績 
 

（１）経営成績に関する分析 

 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、高水準の企業収益や雇用情勢の改善を背景に、回復基

調を持続しました。しかしながら、印刷業界におきましては、価格競争の激化に加え、原材料価格の高

騰により、厳しい状況が続きました。 

このような事業環境の中で当社グループは、グループ経営ビジョン「Kyodo Spirit 2005－新しい視

点・新しい行動－」の３年目として、成長性、収益性、効率性の向上に取り組んでまいりました。 

成長性の向上につきましては、お客様との関係強化に努め、お客様の課題解決のための企画提案・技

術提案などを積極的に行い、受注の拡大に努めました。また、需要の拡大が見込まれる分野には、設備

投資により生産能力の増強を図りました。さらに印刷周辺業務を含めたトータル受注や印刷とＷｅｂの

融合に取り組み、事業領域の拡大を目指しました。 

 収益性の向上につきましては、全体的なコストダウンへの取り組みである「Spirit 2005 生産活動」

を継続し、製造工程の改善、製造技術開発の促進、品質管理体制の強化により、製造コストの削減を図

りました。 

効率性の向上につきましては、付加価値の高い分野への優先的な投資と不採算部門の見直しにより、

事業の効率化に取り組みました。 

この結果、連結売上高につきましては、542 億１千７百万円（前年同期比 1.7％増）と前年を上回る

結果となりましたが、連結営業利益は４億５百万円（前年同期比 25.3％減）、連結経常利益は８億８千

万円（前年同期比 1.5％減）、連結中間純利益は２億７千４百万円（前年同期比 24.4％減）と前年を下

回る結果となりました。 

 

部門別概況は、下記のとおりです。 

 

出版印刷部門 

 出版市況は、新書などを中心に書籍は伸長しましたが、月刊誌の低迷などにより雑誌が減少し、市場

全体が縮小する厳しい状況となりました。 

 当社グループでは、積極的な企画提案活動ときめ細かな営業活動により、受注拡大に努めました。特

にコミックス分野では、編集作業の効率化を図り、マルチユース展開を可能にするまんがフルデジタル

制作システム「Comic Packer」の拡販に努めました。 

その結果、雑誌では別冊や増刊誌が増加し、書籍もコミックスや単行本を中心に好調に推移し、部門

全体で順調でした。 

 

商業印刷部門 

 国内経済の回復を受け、広告関係の需要は堅調に推移しました。 

 当社グループでは、お客様のニーズに対応した企画・技術提案や、新製品の拡販を強化しました。 

その結果、販促関連では、情報誌や製品カタログ、ノベルティやＤＭが増加しました。証券類は、通

帳が増加したものの抽選券が減少し、前年並みでした。ＩＣカードは交通関連や金融向けを中心に大幅

に伸長し、ビジネスフォームも、データプリントの需要増により好調に推移しました。 

以上の結果、部門全体では前年を上回りました。 

 

生活資材部門 

 包装分野は、環境対応による省資源化や競争激化による受注単価下落などの影響で、厳しい状況が続

いています。 

 当社グループでは、機能性包材など付加価値の高い製品の拡販と、既存商品の販売チャネルの拡大に

努めました。 

その結果、紙器ではラップカートンが伸長し、軟包装は食品関連を中心に順調に推移しました。しか

し、ブリキが不振で、チューブ製品も低調だったため、包装全体では前年を下回りました。 

建材製品は、新企画製品の開発と販売に努めましたが、住設部材品などが減少し、不調でした。 

以上の結果、部門全体では低調でした。 
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その他部門 

 連結子会社における物流、不動産管理などが当部門の主たる内容です。不動産管理は堅調でしたが、

物流部門が低調で、部門全体としては前年を下回りました。 

 

 今後のわが国の経済状況については、国内民間需要に支えられて、回復基調は続くと思われますが、

印刷業界におきましては、価格競争の激化、原材料価格の高騰など、厳しい状況は変わらないと予想さ

れます。 

 このような中で当社グループは、グループ経営ビジョンの実現に向けて、経営課題解決のための取り

組みを強化いたします。 

 既存印刷事業分野では、「強み」のある分野に重点を置いた投資により、更なる伸長を目指します。

出版・一般商業印刷分野は、主力工場である五霞工場の一貫生産体制を増強し、情報誌、カタログ、コ

ミックスなどの製品の受注拡大を図ります。さらに、平成 19 年 10 月に完成した 新のデジタル設備を

持つスタジオの機能を活かすことで、撮影・制作から印刷・加工までのトータル受注の拡大を図ります。

ＩＣカード、データプリントの分野は、技術開発や積極的な設備投資により、高付加価値な製品を提供

することで受注拡大を図ります。生活資材部門は、機能性包材などの自社開発品の生産体制を整備し、

受注拡大を推進します。 

新規事業領域では、産業資材分野に注力してまいります。印刷技術を応用して開発した機能性材料の

迅速な事業化に取り組み、事業領域の拡大を目指します。 

 コンプライアンス、環境保全を始めとする企業の社会的責任についても重要な経営課題であります。

ＣＳＲ推進部が中心となり、全社員共通認識のもと、当社グループのＣＳＲ活動を推進いたします。特

に情報加工産業に必須である個人情報保護体制については、プライバシーマークの運用を徹底し、管理

の強化を図ります。 

通期の業績見通しにつきましては、当中間期の業績及び今後の見通しを勘案し、平成 19 年 3 月期決

算短信（平成 19 年 5月 11 日発表）における業績予想から、以下のとおり修正し、連結売上高 1,142 億

円、連結営業利益 16 億円、連結経常利益 21 億円、連結当期純利益 10 億円を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

 

  当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間

連結会計期間末に比べ８千万円増加し、103 億１百万円（前年同期比 0.8％増）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り得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ 16 億２千

６百万円増加し、27 億７千４百万円（前年同期比 141.7％増）となりました。これは主に、税金等調整

前中間純利益８億６千５百万円、減価償却費 22 億９千万円の計上と、投資有価証券売却損益３億３千

５百万円の発生、及び法人税等の支払による支出９億３千７百万円等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り使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ１億４千６

百万円減少し、22 億４千６百万円（前年同期比 6.1％減）となりました。これは主に、固定資産の取得

による支出 23 億７千万円、投資有価証券の取得による支出 10 億５千１百万円と、投資有価証券の売却

による収入５億４千２百万円、固定資産の売却による収入４億４千万円等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り使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ 15 億４千

万円増加し、22 億８千５百万円（前年同期比 206.9％増）となりました。これは主に、長期借入金の返

済による支出 10 億６百万円、配当金の支払による支出３億６千万円等によるものであります。 

 
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 

平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 平成 19 年 9 月 
中間期 

自己資本比率（％） 52.6 52.1 49.9  51.5

時価ベースの自己資本比率（％） 43.9 46.6 35.9  29.1

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率(年) 2.3 2.3 5.2  5.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 19.9 27.0 13.3  21.0

※自己資本比率：自己資本／総資産 
 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 １．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ２．株式時価総額は、（中間）期末株価終値×（中間）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。 

 ３．キャッシュ・フローは、（中間）連結キャッシュ・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、（中間）連結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。また、利払いについては、（中間）連結キャ

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。 

 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 

 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な政策として位置づけており、利益の配分につきましては、

安定した配当を基本に、企業体質の強化及び将来の事業展開に必要な内部留保の充実などを勘案して、

総合的に決定いたします。 

 このような方針に基づき、当期の中間配当金につきましては、１株当たり４円とさせていただきます。

年間配当金は８円を継続する予定です。 

 内部留保資金につきましては、市場ニーズに応えるための有効な投資やコスト改革、環境対応など企

業体質の強化策に充当する方針であり、これは将来的に収益の向上を通して、株主の皆様への安定的な

配当につながるものと考えております。 
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（４）事業等のリスク 

 

 当社グループの経営成績、株価及び財政状況に影響を及ぼす可能性のある事項については以下のような

ものがあります。 

 

①印刷需要の変化について 

当社グループの売上高の大部分は、企業・団体及び官公庁向け印刷物となっており、ペーパーレス化

などの進展により印刷需要が大きく変化した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

②業務提携、投資、企業買収の可否 

 業務提携、投資、企業買収等は事業の成長性向上のために重要な活動であり、 大限の成果を上げる

ために様々な角度から検討してその可否を決定しております。しかしながら、その成果は提携先の動向、

投資先の業績、買収先の財務内容等に依存する部分があり、当初の目的が果たせない場合は当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③価格競争について 

当社グループが事業を展開する市場の一部は、競争の激化により受注価格の低下が進んでおります。

当社グループは、付加価値の高い製品の開発とコスト削減による利益の確保に努め、価格低下に対応し

ていく方針でありますが、さらなる競争の激化により今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④原材料費の高騰について 

  当社グループの使用する主要な原材料には、その価格が市況により変動するものがあります。それら

主要原材料の価格が高騰し、原材料以外のコストの削減でカバーできない場合や、販売価格に転嫁でき

ない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤政策・法的規制の影響について 

事業を行う上では、環境法規制を始めさまざまな法的規制を受けています。それら規制が強化される

場合、事業活動におけるコストの増加となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥製品の品質について 

  当社グループは、徹底した品質管理のもとで製品を製造しておりますが、設計上あるいは製造工程上

の不備により製品の欠陥が生じた場合、損害賠償や売上の低下により業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

⑦個人情報の管理について 

 当社グループでは、「プライバシーマーク」の認定や「情報セキュリティマネジメントシステム(ＩＳ

ＭＳ)」の認証取得に積極的に取り組み、個人情報を安全かつ正確に管理するとともに、不正アクセス、

個人情報の紛失・改ざん及び漏洩などの予防についてさまざまな対策を講じております。これらの対策

にも関わらず万一個人情報が流出した場合には、当社グループに対する信用の低下や事後対応等のコス

トの増加により、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧災害の発生について 

製造設備等の主要設備には防火、耐震対策等を実施しておりますが、大地震などにより予想を越える

被害が発生し生産活動が停止した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 
 当社の企業集団は、当社、連結子会社 16 社及び関連会社５社で構成され、製版・印刷・製本及びこれ

らに関連する付帯事業を中心として事業を展開しております。 

 当社グループの主要製品は、出版印刷（週刊誌、月刊誌、季刊誌、単行本、全集、教科書等）、商業印

刷（ポスター、カレンダー、各種ビジネスフォーム、証券類、各種カード、電子機器部品、広告宣伝媒体

及び装飾展示等の企画、制作等）、生活資材（紙器、軟包装用品、各種チューブ、金属印刷、建材用品印

刷等）などであります。 

 これら製品を製造、販売するにあたり、連結子会社であります共同物流（株）は、当社グループ製品の

物流の大部分を担当しております。また、近畿共同印刷（株）、常磐共同印刷（株）、共同印刷製本（株）、

他７社の連結子会社及び、関連会社であります共同製本（株）は、製版・印刷・製本等の生産を相互に連

携しつつ行っております。 

 共同総業（株）他３社の連結子会社は、不動産管理他の事業を行っております。 

 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）当社は、デジタルカタパルト（株）の株式を追加取得したことにより、持分法の適用範囲に含めま

した。 
 
 

 

  得           意           先 

 

共    

同    

印    

刷    

株    

式    

会    

社   

   
  ◎近畿共同印刷（株） 
  ◎常磐共同印刷（株） 
  ◎共同辞書印刷（株） 
  ◎笹目印刷加工（株） 

   
  ◎共同デジタル（株） 
  ◎小石川プロセス（株） 
  ◎（株）コスモグラフィック 

   
  ◎共同印刷製本（株） 
  ◎共同包装（株） 
  ◎常磐包装（株） 
  ○共同製本（株） 

   
  ◎共同物流（株） 
 

   
  ◎共同総業（株） 
  ◎（株）共同エージェンシー 
  ◎共同印刷ビジネスソリュー 

ションズ（株） 
  ◎（株）日本書籍新社 

製版の委託

半製品 

印刷の委託

製品・半製品 

製本加工の委託

製品 

不動産管理他 

製品の物流

  ◎連結子会社 

  ○持分法適用関連会社 

 △持分法非適用関連会社 

   
  ◎ｷｮｳﾄﾞｳﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ 
    (ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾘﾐﾃｯﾄﾞ 
○ｷｮｳﾄﾞｳﾈｲｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ 

ｻｰﾋﾞｼｰｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ 
△（株）コスモスキャナー 

 
 ○千葉共同印刷（株） 
○デジタルカタパルト（株） 

製品 
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３．経営方針 
 
（１）会社の経営の基本方針 

 

当社グループは、印刷事業を核に、生活・文化・情報産業として社会に貢献することを経営理念とし

ております。この経営理念及びグループ基本方針に基づいてグループ経営ビジョン「Kyodo Spirit 2005

－新しい視点・新しい行動－」を制定いたしております。「Kyodo Spirit 2005－新しい視点・新しい行

動－」におきましては、下記の4項目によって当社グループが目指すべき姿を明確にいたしております。   

・高品質な製品の提供と提案型営業、新製品開発の積極的な推進により、受注拡大に努め成長性を高

めます。 

・継続的なコストダウンの実現により収益性を高めます。  

・事業領域を見直し、組織や業務の効率化を進めることで、経営資源の有効活用と経営基盤の充実に

努めます。 

・顧客満足度の向上を通じ市場評価を高めるとともに、企業の社会的責任を積極的に担うことで企業

価値の向上を実現します。 

新しい視点と新しい行動によってこれらを実践していく中で、あらゆる関係者から評価され信頼され

る企業グループを目指してまいります。 
 

（２）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

 

 当社グループは、収益力のある企業体質を構築し、変化する環境の中で発展をするため、グループ経

営ビジョンに基づき中期経営計画を策定し、継続した取り組みを行っております。成長性の向上につき

ましては、お客様のニーズに合った高品質な製品を提供することによって受注拡大を目指します。営業

面ではお客様の課題解決につながる提案活動を強化し、研究開発面では市場やお客様の視点に立った製

品開発を推進します。また、既存事業で培った技術やノウハウをもとに新製品や新サービスを開発し、

新事業の創出に取り組みます。収益性の向上につきましては、市場で勝つ競争力を確立するためこれま

で以上にコストダウンを徹底してまいります。「Spirit 2005 生産活動」における生産性向上、品質保証

の取り組みや、製造技術開発、生産設備の再配置により、低コスト生産体制の構築を目指します。効率

性の向上につきましては、市場の環境変化に迅速に対応するため、事業領域を見直して経営資源の有効

活用を図り、付加価値の高い分野へ集中することで事業の効率性を高めてまいります。 

 また、当社グループは「グループ環境方針」に基づき、豊かな循環社会の実現に貢献してまいります。

中期環境計画「環境ビジョン 2010」に掲げた廃棄物削減、環境汚染予防などの目標の達成を目指します。

個人情報保護の面では、平成 19 年 1 月に全社でのプライバシーマークの認定を取得しました。今後は、

グループ全体での認定取得に取り組みます。 

 その他「Bright Women Support Plan」や「ＫＰすくすく育児プラン」等の施策により、女性の能力

発揮支援や積極的登用、男性の育児参加支援に取り組み、多様な価値観を持つ社員が活躍できるための

環境を整備し、柔軟で力強い企業体質の実現を目指します。 
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４．中間連結財務諸表 
 
（１）中間連結貸借対照表  
 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

増減 
（△は減） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  10,493 10,858 365 12,710

２．受取手形及び売掛金 ※３ 28,637 28,367 △269 29,630

３．たな卸資産  8,155 7,549 △606 7,293

４．繰延税金資産  617 702 84 931

５．その他  426 782 355 836

       貸倒引当金  △129 △44 85 △124

流動資産合計  48,199 45.0 48,214 44.2 14 51,278 44.6

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物及び構築物 ※２ 13,181 13,848 666 14,162

(2）機械装置及び運搬具  13,012 11,962 △1,050 12,851

(3）工具器具備品  797 895 97 923

(4）土地 ※２ 13,398 14,512 1,114 14,512

(5）建設仮勘定  810 1,031 220 563

有形固定資産合計  41,201 38.5 42,249 38.7 1,048 43,013 37.4

２．無形固定資産   

(1）ソフトウェア  429 681 252 462

(2）のれん  － 1,875 1,875 2,098

(3）その他  149 153 3 153

無形固定資産合計  579 0.6 2,710 2.5 2,131 2,714 2.4

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  15,639 14,510 △1,129 16,348

(2）長期貸付金  32 26 △6 29

(3）繰延税金資産  151 145 △6 154

(4）その他  1,433 1,639 205 1,737

    貸倒引当金  △243 △292 △49 △287

投資その他の資産合計  17,014 15.9 16,028 14.6 △986 17,982 15.6

固定資産合計  58,794 55.0 60,988 55.8 2,193 63,711 55.4

資産合計  106,994 100.0 109,203 100.0 2,208 114,989 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

増減 
（△は減） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形及び買掛金 ※３ 23,064 22,953 △111 23,118

２．短期借入金  597 199 △398 911

３．一年内に返済する 
    長期借入金 

※２ 877 1,384 506 1,740

４．一年内に償還する社債  － 730 730 480

５．未払法人税等  380 178 △201 1,013

６．賞与引当金  1,177 1,245 67 1,200

７．役員賞与引当金  25 25 － 60

８．その他 ※３ 5,408 5,518 109 6,498

流動負債合計  31,530 29.4 32,233 29.5 702 35,021 30.5

Ⅱ 固定負債   

１．社債  10,000 10,535 535 10,975

２．長期借入金 ※２ 1,887 2,975 1,087 3,625

３．繰延税金負債  467 395 △71 952

４．退職給付引当金  6,551 6,177 △373 6,475

５．役員退職引当金  325 352 26 353

６．負ののれん  40 － △40 －

７．その他  68 47 △20 58

固定負債合計  19,340 18.1 20,483 18.8 1,142 22,439 19.5

負債合計  50,871 47.5 52,716 48.3 1,844 57,460 50.0

   

（純資産の部） 
        

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  4,510 4.2 4,510 4.1 － 4,510 3.9

２．資本剰余金  1,743 1.6 1,743 1.6 0 1,743 1.5

３．利益剰余金  44,676 41.8 46,234 42.3 1,558 46,330 40.3

４．自己株式  △43 △0.0 △44 △0.0 △0 △44 △0.0

株主資本合計  50,886 47.6 52,443 48.0 1,557 52,539 45.7

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差額金  5,089 4.8 3,757 3.4 △1,331 4,817 4.2

２．為替換算調整勘定  △58 △0.1 66 0.1 125 △12 △0.0

評価・換算差額等合計  5,030 4.7 3,824 3.5 △1,206 4,805 4.2

Ⅲ 少数株主持分  205 0.2 218 0.2 12 184 0.1

純資産合計  56,122 52.5 56,486 51.7 363 57,528 50.0

負債純資産合計  106,994 100.0 109,203 100.0 2,208 114,989 100.0
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（２）中間連結損益計算書  
 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日）

増減 
（△は減） 

 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

Ⅰ 売上高  53,289 100.0 54,217 100.0 927 111,040 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 45,999 86.3 46,590 85.9 591 95,067 85.6

       売上総利益  7,290 13.7 7,626 14.1 336 15,972 14.4

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  

１．発送費  2,103 2,186 83 4,604

２．通信旅費交通費  200 225 25 442

３．給料諸手当  2,525 2,662 137 5,453

４．賞与引当金繰入額  375 380 4 373

５．役員賞与引当金繰入額  25 25 － 60

６．退職給付費用  159 107 △52 326

７．役員退職引当金繰入額  25 28 3 52

８．福利費  546 547 1 1,073

９．減価償却費  61 74 13 130

10．のれん償却額  － 222 222 209

11．その他  726 761 34 1,709

    合計  6,748 12.7 7,221 13.3 473 14,436 13.0

       営業利益  542 1.0 405 0.8 △137 1,535 1.4

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  2 9 7 8

２．受取配当金  149 156 7 206

３．雑品売却益  93 150 57 224

４．賃貸設備収入  44 71 27 91

５．保険配当金  188 202 14 199

６．負ののれん償却額  13 － △13 －

７．その他  101 154 52 246

    合計  593 1.1 744 1.3 151 977 0.9

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  122 127 5 272

２．手形売却損  7 8 0 17

３．賃貸設備費用  42 41 △0 84

４．持分法による投資損失  1 57 56 －

５．社債発行費  39 － △39 36

６．その他  27 33 5 93

    合計  241 0.4 269 0.5 28 503 0.5

       経常利益  894 1.7 880 1.6 △13 2,009 1.8
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日）

増減 
（△は減） 

 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

Ⅵ 特別利益   

１． 投資有価証券売却益  8 335 326 1,554

２．貸倒引当金戻入益  － 75 75 －

３．固定資産売却益 ※３ － 123 123 1,657

４．補助金収入  20 4 △16 159

５．その他  － 42 42 26

    合計  29 0.0 581 1.1 551 3,398 3.1

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産処分損 ※１ 119 204 84 828

２．投資有価証券評価損  13 354 340 13

３．減損損失 ※４ 69 36 △33 104

４．その他  24 1 △23 40

    合計  228 0.4 596 1.1 368 987 0.9

       税金等調整前中間 
（当期）純利益 

 695 1.3 865 1.6 169 4,419 4.0

       法人税、住民税 
       及び事業税 

 330 157 △172 1,496

       法人税等調整額  11 405 394 591

    合計  342 0.6 563 1.0 221 2,087 1.9

少数株主利益 
又は損失（△) 

 △9 △0.0 26 0.1 36 △44 △0.0

       中間（当期）純利益  363 0.7 274 0.5 △88 2,377 2.1
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（３）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４月１日  至 平成 18 年９月 30 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 

平成18年３月31日 残高 4,510 1,743 44,684 △44 50,892

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注） △360  △360

持分法適用会社の減少 △9 1 △8

中間純利益 363  363

自己株式の取得 △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） 
 

中間連結会計期間中の変動額合計 － － △7 0 △6

平成18年９月30日 残高 4,510 1,743 44,676 △43 50,886

 

 

評価・換算差額等 
 

その他 

有価証券 

評価差額金

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年３月31日 残高 6,592 △74 6,517 211 57,621

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注）  △360

持分法適用会社の減少  △8

中間純利益  363

自己株式の取得  △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） 
△1,503 16 △1,487 △5 △1,492

中間連結会計期間中の変動額合計 △1,503 16 △1,487 △5 △1,499

平成18年９月30日 残高 5,089 △58 5,030 205 56,122

（注）平成 18 年６月 29 日の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年９月 30 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 

平成19年３月31日 残高 4,510 1,743 46,330 △44 52,539

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △360  △360

持分法適用会社の増加 △9  △9

中間純利益 274  274

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 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） 
 

中間連結会計期間中の変動額合計 － 0 △95 △0 △95

平成19年９月30日 残高 4,510 1,743 46,234 △44 52,443

 

 

評価・換算差額等 
 

その他 

有価証券 

評価差額金

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成19年３月31日 残高 4,817 △12 4,805 184 57,528

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当  △360

持分法適用会社の増加  △9

中間純利益  274

自己株式の取得  △0

自己株式の処分  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） 
△1,060 79 △980 34 △946

中間連結会計期間中の変動額合計 △1,060 79 △980 34 △1,042

平成19年９月30日 残高 3,757 66 3,824 218 56,486
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 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３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 

平成18年３月31日 残高 4,510 1,743 44,684 △44 50,892

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注） △360  △360

剰余金の配当 △360  △360

持分法適用会社の減少 △9 1 △8

当期純利益 2,377  2,377

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の連結会計 

年度中の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計 － － 1,645 0 1,646

平成19年３月31日 残高 4,510 1,743 46,330 △44 52,539

 

 

評価・換算差額等 
 

その他 

有価証券 

評価差額金

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年３月31日 残高 6,592 △74 6,517 211 57,621

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注）  △360

剰余金の配当  △360

持分法適用会社の減少  △8

当期純利益  2,377

自己株式の取得  △1

株主資本以外の項目の連結会計 

年度中の変動額（純額） 
△1,774 62 △1,712 △26 △1,739

連結会計年度中の変動額合計 △1,774 62 △1,712 △26 △93

平成19年３月31日 残高 4,817 △12 4,805 184 57,528

（注）平成 18 年６月 29 日の定時株主総会における利益処分項目であります。 
 



 共同印刷(株)(7914) 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

 16

（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書  
 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日）

増減 
（△は減） 

 

前連結会計年度の 
要約連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日）

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
   

 
 

１． 税金等調整前中間（当期）

純利益 
 695 865 169 4,419 

２．減価償却費  2,076 2,290 213 4,432 

３．減損損失  69 36 △33 104 

４．退職給付引当金の増減額  △103 △299 △195 △197 

５．貸倒引当金の増減額  △2 △74 △72 33 

６．賞与引当金の増減額  8 44 35 31 

７．受取利息及び受取配当金  △151 △166 △14 △215 

８．支払利息  122 127 5 272 

９．持分法による投資損益  1 57 56 △11 

10．投資有価証券評価損  13 354 340 13 

11．投資有価証券売却損益  △8 △335 △326 △1,554 

12．有形固定資産除売却損益  119 80 △39 △829 

13．売上債権の増減額  172 1,287 1,114 △441 

14．たな卸資産の増減額  △1,255 △240 1,014 △343 

15．仕入債務の増減額  △98 △167 △69 △62 

16．未払消費税等の増減額  133 △24 △158 197 

17．長期金銭債権の増減額  △108 26 135 △256 

18．未払費用の増減額  56 △125 △182 245 

19．その他  102 △61 △163 △934 

小計  1,844 3,675 1,831 4,904 

20．利息及び配当金の受取額  152 168 16 216 

21．利息の支払額  △111 △132 △21 △257 

22．法人税等の支払額  △737 △937 △199 △1,423 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 1,148 2,774 1,626 3,439 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日）

増減 
（△は減） 

 

前連結会計年度の 
要約連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日）

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
     

１．有形・無形固定資産の 

    取得による支出 
 △2,406 △2,370 36 △6,131 

２．有形・無形固定資産の 

    売却による収入 
 3 440 437 1,695 

３．投資有価証券の 

    取得による支出 
 △19 △1,051 △1,031 △326 

４．投資有価証券の 

    売却による収入 
 7 542 535 3,096 

５．貸付けによる支出  △26 △18 7 △57 

６．貸付金の回収による収入  33 24 △8 64 

７．その他  16 186 169 △1,639 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △2,392 △2,246 146 △3,298 

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
     

１．短期借入金の純増減額  95 △727 △822 164 

２．長期借入れによる収入  － － － 1,800 

３．長期借入金の返済による 

支出 
 △438 △1,006 △568 △1,264 

４．配当金の支払額  △360 △360 0 △721 

５．社債の発行による収入  4,960 － △4,960 4,960 

６．社債の償還による支出  △5,000 △190 4,810 △5,230 

７．その他  △0 △0 0 △1 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 △744 △2,285 △1,540 △292 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

    換算差額 
 0 0 0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

    増減額 
 △1,988 △1,756 232 △151 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

    期首残高 
 12,209 12,058 △151 12,209 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

    中間期末（期末）残高 
※１ 10,220 10,301 80 12,058 
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 
 
１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数     16 社 
主要な連結子会社名 

   共同物流（株）  常磐共同印刷（株）  共同印刷製本（株）  共同総業（株） 
 
２．持分法の適用に関する事項 
（１）持分法適用の関連会社数 ４社 
  主要な会社名 
   共同製本(株) 
  なお、デジタルカタパルト（株）につきましては、当社が同社株式を追加取得したことにより、当中

間連結会計期間より持分法適用の関連会社に含めております。 
  
（２）持分法を適用していない関連会社（株）コスモスキャナーは、中間純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。 
 
（３）持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、各社の中間会計期

間に係る中間財務諸表を使用しております。 
 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 連結子会社のうち、キョウドウプリンティングカンパニー（シンガポール）プライベートリミテッ

ドの中間決算日は６月 30 日であります。中間連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の中間財

務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行うこ

ととしております。 
 

４．会計処理基準に関する事項 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

    ａ．有価証券 

          その他の有価証券 

          ・時価のあるもの 

  中間決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）  

          ・時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

    ｂ．たな卸資産 

 製品、仕掛品については、中間連結財務諸表提出会社は個別法による原価法、連結子会社はお

おむね売価還元法による原価法 

 原材料及び貯蔵品については、おおむね先入先出法による原価法、連結子会社のうち２社は個

別法による原価法 
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（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

    ａ．有形固定資産 

  定率法。ただし、連結子会社は平成 10 年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）

については定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数については、以下のとおりであります。 

  建物及び構築物       31～50 年 

  機械装置及び運搬具   ４～11 年 

 

（会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成 19 年４

月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それぞれ 18 百

万円減少しております。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形

固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に

到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ 148 百万円減少しております。 

 

    ｂ．無形固定資産 

  定額法。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。 

 

（３）重要な引当金の計上基準 

    ａ．貸倒引当金 

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

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

    ｂ．賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を期間に対応して計上しております。 

   ｃ．役員賞与引当金 

     役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を期間に対応して計上しております。 

    ｄ．退職給付引当金 

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

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

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）

による定額法により費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（８年）による定額法により、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。 

    ｅ．役員退職引当金 

  役員の退職慰労金の支給に充てるため、中間連結財務諸表提出会社と一部の連結子会社は、内

規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 
 
（４）重要なリース取引の処理方法 

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

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
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（５）重要なヘッジ会計の方法 

    ａ．ヘッジ会計の方法 

 当社及び一部の国内連結子会社の行っている金利スワップについては、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処理を採用しております。 

    ｂ．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 

    ｃ．ヘッジ方針 

 社内管理規程にそって、金利の市場変動によるリスクをヘッジしております。 

    ｄ．ヘッジ有効性評価の方法 

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

ております。 

 

（６）その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 

    消費税等の会計処理 

      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。 

 

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、全面時価評価法によっております。 

 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

  のれん及び負ののれんは、５年間で均等償却しております。 

 

７．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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなっております。 
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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９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

74,337百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

73,868百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

73,009百万円

※２ 担保資産 

  このうち長期借入金325百万円、

一年内に返済する長期借入金71百

万円の担保として供しているもの

は、次のとおりであります。 

建物    553百万円（帳簿価額）  

土地    794 〃 （  〃  ） 

 計   1,347百万円（帳簿価額） 

※２ 担保資産 

  このうち長期借入金275百万円、

一年内に返済する長期借入金50百

万円の担保として供しているもの

は、次のとおりであります。 

建物    201百万円（帳簿価額）  

土地    422 〃 （  〃  ） 

 計    623百万円（帳簿価額）

※２ 担保資産 

  このうち長期借入金300百万円、

一年内に返済する長期借入金60百

万円の担保として供しているもの

は、次のとおりであります。 

建物    504百万円（帳簿価額）  

土地    794 〃 （  〃  ） 

 計   1,298百万円（帳簿価額）

   

※３ 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

は、手形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当中間連結会計

期間末日は、金融機関が休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日

満期手形が中間連結会計期間末残高

に含まれております。 

受取手形         704百万円 

支払手形         77百万円 

設備関係支払手形     2百万円 

※３ 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

は、手形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当中間連結会計

期間末日は、金融機関が休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日

満期手形が中間連結会計期間末残高

に含まれております。 

受取手形         261百万円

支払手形        69百万円

 

※３ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形は、手

形交換日をもって決済処理してお

ります。なお、当連結会計年度末日

は、金融機関が休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が

連結会計年度末残高に含まれてお

ります。 

受取手形      170百万円

支払手形       77百万円

設備関係支払手形    3百万円

  ４ 受取手形割引高 

  1,788百万円 

  ４ 受取手形割引高 

  1,711百万円

  ４ 受取手形割引高 

  1,751百万円

                        ５ 偶発債務（保証債務等） 

 下記関係会社の金融機関よりの借

入金について保証等を行っておりま

す。 

 キョウドウネイションプリンティ

ングサービシーズカンパニーリミ

テッド 

750百万円

（200,000千タイバーツ）
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（中間連結損益計算書関係） 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日） 

※ １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  固定資産処分損の内訳は次のとお

りであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  固定資産処分損の内訳は次のとお

りであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１   固定資産処分損の内訳は次のとお

りであります。 

※２   一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費は、470百万円であ

ります。 

※２   一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費は、681百万円であ

ります。 

※２   一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費は、1,060百万円で

あります。 

                      ※３   固定資産売却益の内訳は次のとお

りであります。 

機械装置及び運搬具   123百万円

その他の設備        0百万円

  計         123百万円

※３   固定資産売却益の内訳は次のとお

りであります。 

機械装置及び運搬具    0百万円

その他の設備       0百万円

土地         1,657百万円

 計       1,657百万円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資産の種類
売却損

(百万円)
除却損

(百万円)
計 

(百万円)
建物及び 
構築物 － 51 51

機械装置 
及び運搬具

2 144 146

その他の 
設備 0 6 6

計 2 202 204

資産の種類 売却損 
(百万円) 

除却損

(百万円)
計 

(百万円)
建物及び 
構築物 0 369 369

機械装置 
及び運搬具 15 431 447

その他の 
設備 0 10 10

施設利用権 － 0 0

計 16 812 828

資産の種類 売却損 
(百万円) 

除却損 
(百万円)

計 
(百万円) 

建物及び 
構築物 0 63 64 

機械装置 
及び運搬具 2 49 52 

その他の 
設備 0 3 3 

計 2 117 119 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日） 

※４ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、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。 

※４ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、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。 

 

※４ 減損損失 

 当連結会計年度において、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。

場所 用途 種類 場所 用途 種類 場所 用途 種類  

生活資材部門 

守谷工場 

(茨城県守谷市) 

 

紙器･軟包装

用品生産設 

備 

 

建物及び構築

物、機械装置

及び運搬具等 

  

生活資材部門 

守谷工場 

(茨城県守谷市) 

 

紙器･軟包装

用品生産設

備 

 

建物及び構築

物、機械装置

及び運搬具等

生活資材部門 

守谷工場 

(茨城県守谷市) 

 

紙器･軟包装

用品生産設

備 

 

建物及び構築

物、機械装置

及び運搬具等

 当社グループは、継続的に収支

の把握を行っている管理会計上の

区分を基礎とし、製造工程等の関

連性を加味して資産のグループ化

を行っております。 

生活資材部門のうち、上記工場

は営業損益が継続してマイナスと

なっているため当該資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失69百

万円として特別損失に計上しまし

た。その内訳は、建物及び構築物5

百万円、機械装置及び運搬具31百

万円、工具器具備品22百万円、リ

ース資産10百万円です。 

なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、建物及び構築物につい

ては不動産鑑定士による不動産鑑

定評価額等により評価し、機械装

置及び運搬具、工具器具備品につ

いては取得価額の５％とし、リー

ス資産については零として評価し

ております。 

 当社グループは、継続的に収支 

の把握を行っている管理会計上の

区分を基礎とし、製造工程等の関 

連性を加味して資産のグループ化

を行っております。 

生活資材部門のうち、上記工場 

は営業損益が継続してマイナスと

なっているため当該資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失36百 

万円として特別損失に計上しまし

た。その内訳は、建物及び構築物9

百万円、機械装置及び運搬具15百 

万円、工具器具備品12百万円です。

なお、当資産グループの回収可 

能価額は正味売却価額により測定

しており、建物及び構築物につい 

ては不動産鑑定士による不動産鑑

定評価額等により評価し、機械装 

置及び運搬具、工具器具備品につ 

いては取得価額の５％とし、リー 

ス資産については零として評価し

ております。 

 当社グループは、継続的に収支

の把握を行っている管理会計上の

区分を基礎とし、製造工程等の関

連性を加味して資産のグループ化

を行っております。 

生活資材部門のうち、上記工場

は営業損益が継続してマイナスと

なっているため当該資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失104百

万円として特別損失に計上しまし

た。その内訳は、建物及び構築物6

百万円、機械装置及び運搬具56百

万円、工具器具備品31百万円、リ

ース資産10百万円です。 

なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、建物及び構築物につい

ては不動産鑑定士による不動産鑑

定評価額等により評価し、機械装

置及び運搬具、工具器具備品につ

いては取得価額の５％とし、リー

ス資産については零として評価し

ております。 
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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 
 前連結会計年度末 

株式数（株） 
当中間連結会計期間 
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

発行済株式   

  普通株式 90,200,000 － － 90,200,000

   合計 90,200,000 － － 90,200,000

自己株式   

  普通株式 （注） 100,185 1,896 7,590 94,491

   合計 100,185 1,896 7,590 94,491

（注）1．普通株式の自己株式の株式数の増加 1,896 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

   2．普通株式の自己株式の株式数の減少 7,590 株は、持分法適用関連会社の持分法適用除外による減少であり

ます。 

 
２．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６月29日 
定時株主総会 

普通株式 360 4 平成18年３月31日 平成18年６月30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中間連結会計期間末後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
1株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年11月１日 
取締役会 

普通株式 360 利益剰余金 4 平成18年９月30日 平成18年12月４日
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当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 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 
 前連結会計年度末 

株式数（株） 
当中間連結会計期間 
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

発行済株式   

  普通株式 90,200,000 － － 90,200,000

   合計 90,200,000 － － 90,200,000

自己株式   

  普通株式 （注） 95,408 1,415 700 96,123

   合計 95,408 1,415 700 96,123

（注）1．普通株式の自己株式の株式数の増加 1,415 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 
   2．普通株式の自己株式の株式数の減少 700 株は、単元未満株式の売却による減少であります。 

 
２．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６月28日 
定時株主総会 

普通株式 360 4 平成19年３月31日 平成19年６月29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中間連結会計期間末後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
1株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年11月9日 
取締役会 

普通株式 360 利益剰余金 4 平成19年９月30日 平成19年12月３日
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前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 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 
 前連結会計年度末 

株式数（株） 
当連結会計年度 

 増加株式数（株） 
当連結会計年度 

 減少株式数（株） 
当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式   

  普通株式 90,200,000 － － 90,200,000

   合計 90,200,000 － － 90,200,000

自己株式   

  普通株式 （注） 100,185 2,813 7,590 95,408

   合計 100,185 2,813 7,590 95,408

（注）1．普通株式の自己株式の株式数の増加 2,813 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

   2．普通株式の自己株式の株式数の減少 7,590 株は、持分法適用関連会社の持分法適用除外による減少であり

ます。 

 
２．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６月29日 
定時株主総会 

普通株式 360 4 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月１日 
取締役会 

普通株式 360 4 平成18年９月30日 平成18年12月４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 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
1株当たり 

 配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 360 利益剰余金 4 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 
 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３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 

 ※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 

 ※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 

   現金及び預金       10,493百万円     現金及び預金        10,858百万円    現金及び預金       12,710百万円

   預入期間が3ヶ月を 
   超える定期預金 △272百万円  

   預入期間が3ヶ月を 
   超える定期預金 △556百万円

   預入期間が3ヶ月を 
   超える定期預金 △652百万円

   現金及び現金同等物 10,220百万円     現金及び現金同等物 10,301百万円    現金及び現金同等物 12,058百万円
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（リース取引関係） 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日） 

１．  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（借主側） 

１．  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（借主側） 

１．  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（借主側） 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

 

(1)

 

リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 

 

未経過リース料中間期末残高相当額等 

                        （百万円） 

未経過リース料中間期末残高相当額 

未経過リース料中間期末残高相当額等

                        （百万円）

  未経過リース料中間期末残高相当額

未経過リース料期末残高相当額等 

（百万円）

  未経過リース料期末残高相当額 

    １年以内 424      １年以内 417     １年以内 389

    １年超 974      １年超 940     １年超 867

      合計 1,398        合計 1,357       合計 1,256

  リース資産減損勘定の 
  残高 

68    リース資産減損勘定の
  残高 

47   リース資産減損勘定の 
  残高 

58

(2)

   

(2)

 

(2)

 

支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

 （百万円）  （百万円） （百万円）

    支払リース料 285      支払リース料 247     支払リース料 518

    リース資産減損勘定 
    の取崩額 

9  
    リース資産減損勘定
    の取崩額 

10
    リース資産減損勘定 
    の取崩額 

19

    減価償却費相当額 258      減価償却費相当額 256     減価償却費相当額 463

    支払利息相当額 14      支払利息相当額 14     支払利息相当額 26

(3)

    減損損失 10  

(3)

   減損損失 －

(3)

    減損損失 10

   

 
機械装

置及び

運搬具

(百万円) 

工具器

具備品 
 
(百万円) 

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円) 

取得価額

相当額 
 

2,272 361 6 2,639 

減価償却

累計額 
相当額 

1,386 260 4 1,651 

減損損失

累計額 
相当額 

96 － － 96 

中間 
期末残高

相当額 
789 100 1 891 

 
機械装

置及び

運搬具

(百万円)

工具器

具備品

 
(百万円)

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円)

取得価額

相当額 
 

1,937 575 6 2,518

減価償却

累計額 
相当額 

1,296 266 5 1,568

減損損失

累計額 
相当額 

96 － － 96

中間 
期末残高

相当額 
544 309 0 854

 

 
機械装

置及び

運搬具

(百万円) 

工具器

具備品 
 
(百万円) 

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円)

取得価額

相当額

 
2,048 355 6 2,410

減価償却

累計額

相当額

1,325 212 4 1,542

減損損失

累計額

相当額

96 － － 96

期末残高

相当額

 
627 142 1 771
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日） 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

・ 減価償却費相当額の算定方法 

  有形固定資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価

額を10％とする定率法の償却額に９分

の10を乗じた方法によっております。 

  その他の固定資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

・ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法

によっております。 

(4)減価償却費相当額及び利息相当額の 

算定方法 

・ 減価償却費相当額の算定方法 

  有形固定資産 

同左 

 

 

  その他の固定資産 

同左 

 

 

・ 利息相当額の算定方法 

同左 

(4)減価償却費相当額及び利息相当額の 

算定方法 

・ 減価償却費相当額の算定方法 

  有形固定資産 

同左 

 

 

  その他の固定資産 

同左 

 

 

・ 利息相当額の算定方法 

同左 

                       ２． オペレーティング・リース取引                        

       （借主側）          （百万円）    

     未経過リース料    

     １年以内 1    

     １年超 3    

      合計 4    

 
（有価証券関係） 
前中間連結会計期間末（平成 18 年 9 月 30 日現在） 
 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

区分 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） 

株式 4,945 13,491 8,545 

債券 － － － 

その他 － － － 

合計 4,945 13,491 8,545 

 
２．時価評価されていない主な有価証券 

（１）子会社株式及び関連会社株式 
内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

関連会社株式 243 

 
（２）その他有価証券 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 1,886 

非上場債券 17 

合計 1,904 
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当中間連結会計期間末（平成 19 年 9 月 30 日現在） 
 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

区分 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） 

株式 5,251 11,739 6,487 

債券 － － － 

その他 － － － 

合計 5,251 11,739 6,487 

 （注）表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において

減損処理を行い、投資有価証券評価損 354 百円を計上しております。 
 
２．時価評価されていない主な有価証券 

（１）子会社株式及び関連会社株式 
内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

関連会社株式 879 

 
（２）その他有価証券 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 1,874 

非上場債券 17 

合計 1,891 

 
前連結会計年度末（平成 19 年 3 月 31 日現在） 
 
１．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） 

株式 5,306 13,575 8,269 

債券 － － － 

その他 － － － 

合計 5,306 13,575 8,269 

 
２．時価評価されていない主な有価証券 

（１）子会社株式及び関連会社株式 
内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

関連会社株式 879 

 
（２）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 1,876 

非上場債券 17 

合計 1,893 
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（デリバティブ取引関係） 

  前中間連結会計期間末（平成 18 年 9月 30 日現在）、当中間連結会計期間末（平成 19 年 9月 30 日現在）

及び前連結会計年度末（平成 19 年 3月 31 日現在） 

  当社及び一部の国内連結子会社の金利スワップ取引については、全てヘッジ会計（金利スワップの特例

処理）を適用しておりますので、取引の時価等に関する事項は記載しておりません。 
 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 
 前中間連結会計期間（自 平成 18 年 4月 1日  至 平成 18 年 9月 30 日）、当中間連結会計期間（自 平

成 19 年 4 月 1日  至 平成 19 年 9 月 30 日）及び前連結会計年度（自 平成 18 年 4 月 1日  至 平成 19

年 3 月 31 日） 

  全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める印刷事業の割合が、いずれも 90％を超えて

いるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

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

成 19 年 4 月 1日  至 平成 19 年 9 月 30 日）及び前連結会計年度（自 平成 18 年 4 月 1日  至 平成 19

年 3 月 31 日） 

  全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が 90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

３．海外売上高 

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

成 19 年 4 月 1日  至 平成 19 年 9 月 30 日）及び前連結会計年度（自 平成 18 年 4 月 1日  至 平成 19

年 3 月 31 日） 

  海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
 

（1 株当たり情報） 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

        至 平成19年３月31日） 

1 株当たり純資産額 620.57 円 1 株当たり純資産額 624.48 円 1 株当たり純資産額 636.42 円

1 株当たり中間純利益 4.03 円 1 株当たり中間純利益 3.05 円 1 株当たり当期純利益 26.38 円

潜在株式調整後 1 株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

潜在株式調整後 1 株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

潜在株式調整後 1 株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 
 
（注）1 株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
（ストック・オプション等関係） 
 該当事項はありません。 
 
（重要な後発事象） 
 該当事項はありません。 
 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日）

中間（当期）純利益（百万円） 363 274 2,377 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
363 274 2,377 

普通株式の期中平均株式数（千株） 90,106 90,104 90,105 
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５．中間個別財務諸表 
 
（１）中間貸借対照表 
 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
増減 

（△は減） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  8,327 6,660 △1,667 8,091

２．受取手形 ※２ 5,025 4,512 △513 5,155

３．売掛金  22,134 22,178 43 22,485

４．たな卸資産  7,536 6,983 △553 6,610

５．繰延税金資産  516 528 11 639

６．その他  401 600 199 504

       貸倒引当金  △119 △34 84 △113

流動資産合計  43,823 44.5 41,429 42.1 △2,394 43,374 42.4

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物  11,545 11,731 186 11,981

(2）機械及び装置  11,551 10,530 △1,020 11,014

(3）土地  11,925 12,959 1,033 12,959

(4）その他  1,917 2,103 186 1,682

  有形固定資産合計  36,939 37,324 385 37,638

２．無形固定資産  449 657 208 427

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  16,084 17,876 1,791 19,592

(2）その他  1,374 1,417 43 1,524

    貸倒引当金  △228 △278 △49 △272

  投資その他の資産合計  17,230 19,016 1,785 20,844

固定資産合計  54,619 55.5 56,999 57.9 2,379 58,909 57.6

資産合計  98,443 100.0 98,428 100.0 △14 102,284 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
増減 

（△は減） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形 ※２ 2,589 2,281 △308 2,557

２．買掛金  19,841 20,016 175 19,787

３．短期借入金  － 61 61 －

４．一年内に返済する 
    長期借入金 

 780 780 － 980

５．未払法人税等  334 84 △250 909

６．未払費用  2,032 2,083 51 2,084

７．賞与引当金  1,014 1,015 1 1,001

８．役員賞与引当金  25 25 － 60

９．設備関係支払手形  691 404 △286 850

10．その他  2,471 2,503 32 2,823

流動負債合計  29,779 30.2 29,255 29.7 △523 31,053 30.4

Ⅱ 固定負債   

１．社債  10,000 10,000 － 10,000

２．長期借入金  1,530 2,100 570 2,440

３．繰延税金負債  359 158 △200 691

４．退職給付引当金  6,199 5,813 △385 6,116

５．役員退職引当金  324 348 24 351

６．その他  68 47 △20 58

固定負債合計  18,481 18.8 18,469 18.8 △12 19,657 19.2

負債合計  48,261 49.0 47,725 48.5 △535 50,710 49.6

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  4,510 4.6 4,510 4.6 － 4,510 4.4

２．資本剰余金   

 (1）資本準備金  1,742 1,742 － 1,742

 (2）その他資本剰余金  0 0 0 0

  資本剰余金合計  1,743 1.8 1,743 1.7 0 1,743 1.7

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  1,127 1,127 － 1,127

(2）その他利益剰余金   

    特別償却準備金  13 11 △2 12

    固定資産圧縮積立金  2,001 2,776 775 2,778

    別途積立金  34,928 35,428 500 34,928

    繰越利益剰余金  836 1,410 574 1,739

  利益剰余金合計  38,906 39.5 40,753 41.4 1,846 40,585 39.7

４．自己株式  △21 △0.0 △21 △0.0 △0 △21 △0.0

株主資本合計  45,138 45.9 46,984 47.7 1,845 46,817 45.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差額金  5,043 5.1 3,718 3.8 △1,325 4,756 4.6

評価・換算差額等合計  5,043 5.1 3,718 3.8 △1,325 4,756 4.6

純資産合計  50,182 51.0 50,702 51.5 520 51,573 50.4

負債純資産合計  98,443 100.0 98,428 100.0 △14 102,284 100.0
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（２）中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日）

増減 
（△は減） 

 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

Ⅰ 売上高  50,999 100.0 51,266 100.0 267 105,202 100.0

Ⅱ 売上原価 ※３ 44,080 86.4 44,317 86.4 236 90,620 86.1

       売上総利益  6,918 13.6 6,949 13.6 30 14,582 13.9

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３ 6,573 12.9 6,692 13.1 118 13,634 13.0

       営業利益  345 0.7 257 0.5 △88 947 0.9

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息及び配当金  195 233 37 253

２．雑収入  617 761 144 1,126

    合計  812 1.6 994 1.9 181 1,379 1.3

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  106 100 △6 214

２．雑支出  140 140 △0 298

    合計  246 0.5 240 0.4 △6 512 0.5

       経常利益  911 1.8 1,011 2.0 99 1,814 1.7

Ⅵ 特別利益   

１．投資有価証券売却益  － 335 335 1,537

２．関係会社株式売却益  2 － △2 2

３．貸倒引当金戻入益  － 73 73 －

４．固定資産売却益 ※４ － 2 2 1,657

５．その他  － 31 31 127

    合計  2 0.0 442 0.8 440 3,323 3.2

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産処分損 ※２ 59 182 123 723

２．投資有価証券評価損  13 354 340 13

３．減損損失 ※５ 69 36 △33 104

    合計  143 0.3 573 1.1 430 842 0.8

       税引前中間（当期） 
純利益 

 770 1.5 879 1.7 109 4,296 4.1

       法人税、住民税 
       及び事業税 

 286 64 △221 1,366

       法人税等調整額  △20 287 307 385

    合計  265 0.5 351 0.7 86 1,751 1.7

       中間（当期）純利益  505 1.0 528 1.0 23 2,544 2.4
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（３）中間株主資本等変動計算書 
 

前中間会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 
（単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金
資本 

準備金 

その他

資本 

剰余金

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金
特別 

償却 

準備金

固定資

産圧縮

積立金

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

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

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の積立（注）  9  △9 － －

特別償却準備金の取崩（注）  △1  1 － －

特別償却準備金の取崩  △1  1 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 

（注） 
 △34  34 － －

固定資産圧縮積立金の取崩  △16  16 － －

剰余金の配当（注）   △360 △360 △360

中間純利益   505 505 505

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
   

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

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

 

 

 

 

評価・換算差額等 
 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 6,507 6,507 51,502

中間会計期間中の変動額  

特別償却準備金の積立（注）  －

特別償却準備金の取崩（注）  －

特別償却準備金の取崩  －

固定資産圧縮積立金の取崩 

（注） 
 －

固定資産圧縮積立金の取崩  －

剰余金の配当（注）  △360

中間純利益  505

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△1,463 △1,463 △1,463

中間会計期間中の変動額合計 △1,463 △1,463 △1,320

平成18年９月30日 残高 5,043 5,043 50,182

（注）平成 18 年 6 月 29 日の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年９月 30 日） 
（単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金
資本 

準備金 

その他

資本 

剰余金

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金
特別 

償却 

準備金

固定資

産圧縮

積立金

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

平成19年３月31日 残高 4,510 1,742 0 1,743 1,127 12 2,778 34,928 1,739 40,585 △21 46,817

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩  △1  1 － －

固定資産圧縮積立金の積立  23  △23 － －

固定資産圧縮積立金の取崩  △25  25 － －

別途積立金の積立  500 △500 － －

剰余金の配当   △360 △360 △360

中間純利益   528 528 528

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の売却  0 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） 
   

中間会計期間中の変動額合計 － － 0 0 － △1 △1 500 △329 167 △0 167

平成19年９月30日 残高 4,510 1,742 0 1,743 1,127 11 2,776 35,428 1,410 40,753 △21 46,984

 

 

 

 

評価・換算差額等 
 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日 残高 4,756 4,756 51,573

中間会計期間中の変動額  

特別償却準備金の取崩  －

固定資産圧縮積立金の積立  －

固定資産圧縮積立金の取崩  －

別途積立金の積立  －

剰余金の配当  △360

中間純利益  528

自己株式の取得  △0

自己株式の売却  0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△1,037 △1,037 △1,037

中間会計期間中の変動額合計 △1,037 △1,037 △870

平成19年９月30日 残高 3,718 3,718 50,702
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 日） 
（単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金
資本 

準備金 

その他

資本 

剰余金

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金
特別 

償却 

準備金

固定資

産圧縮

積立金

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

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

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の積立（注）  9  △9 － －

特別償却準備金の取崩（注）  △1  1 － －

特別償却準備金の取崩  △2  2 － －

固定資産圧縮積立金の取崩（注）  △34  34 － －

固定資産圧縮積立金の積立  801  △801 － －

固定資産圧縮積立金の取崩  △41  41 － －

剰余金の配当（注）   △360 △360 △360

剰余金の配当   △360 △360 △360

当期純利益   2,544 2,544 2,544

自己株式の取得    △1 △1

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
   

事業年度中の変動額合計 － － － － － 5 725 － 1,092 1,823 △1 1,822

平成19年３月31日 残高 4,510 1,742 0 1,743 1,127 12 2,778 34,928 1,739 40,585 △21 46,817

 

評価・換算差額等 
 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 6,507 6,507 51,502

事業年度中の変動額  

特別償却準備金の積立（注）  －

特別償却準備金の取崩（注）  －

特別償却準備金の取崩  －

固定資産圧縮積立金の取崩（注）  －

固定資産圧縮積立金の積立  －

固定資産圧縮積立金の取崩  －

剰余金の配当（注）  △360

剰余金の配当  △360

当期純利益  2,544

自己株式の取得  △1

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
△1,751 △1,751 △1,751

事業年度中の変動額合計 △1,751 △1,751 70

平成19年３月31日 残高 4,756 4,756 51,573

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

  （１）有価証券 

        ａ．子会社株式及び関連会社株式 

            移動平均法による原価法 

        ｂ．その他有価証券 

            ・時価のあるもの 

  中間決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）  

            ・時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

  （２）たな卸資産 

 ・製品、仕掛品 

    個別法による原価法 

 ・原材料、貯蔵品 

    先入先出法による原価法 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

  （１）有形固定資産 

  定率法。なお、主な耐用年数については、以下のとおりであります。 

  建物            31～50 年 

  機械及び装置    10～11 年 

 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成 19 年４月１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより営業利

益、経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ 16 百万円減少しております。 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。これにより営業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ 143

百万円減少しております。 

 

  （２）無形固定資産 

  定額法。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5 年）

に基づいております。 

  （３）長期前払費用 

  均等償却 

 

３．引当金の計上基準 

  （１）貸倒引当金 

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

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

  （２）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を期間に対応して計上しております。 

  （３）役員賞与引当金 

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

  従業員の退職給付に備えるため、当事業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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）

による定額法により費用処理しております。 

  数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（８年）による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとし

ております。 

  （５）役員退職引当金 

  役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 

 
４．リース取引の処理方法 

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

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
 
５．ヘッジ会計の方法 

   （１）ヘッジ会計の方法 
  金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しており

ます。 
   （２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段･･････金利スワップ          ヘッジ対象･･････借入金 
  （３）ヘッジ方針 

 社内管理規程にそって、金利の市場変動によるリスクをヘッジしております。 
  （４）ヘッジ有効性評価の方法 

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

ております。 
 

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

  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。 
 
 
 
 



 共同印刷(株)(7914) 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

 39

【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９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

69,635百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

67,650百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

66,981百万円

※２ 中間会計期間末日満期手形の処理 

中間会計期間末日満期手形は、手

形交換日をもって決済処理しており

ます。なお、当中間会計期間末日は、

金融機関が休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれております。 

受取手形        616百万円 

※２ 中間会計期間末日満期手形の処理 

中間会計期間末日満期手形は、手

形交換日をもって決済処理しており

ます。なお、当中間会計期間末日は、

金融機関が休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれております。

受取手形       189百万円

※２ 期末日満期手形の処理 

期末日満期手形は、手形交換日を

もって決済処理しております。なお、

当期末日は、金融機関が休日であっ

たため、次の期末日満期手形が期末

残高に含まれております。 

受取手形        93百万円

支払手形         5百万円

  ３ 偶発債務（保証債務等） 

下記関係会社の金融機関よりの借

入金について保証等を行っておりま

す。 

 共同総業株式会社 

375百万円 

キョウドウプリンティングカンパ

ニー（シンガポール）プライベー

トリミテッド  

                     711百万円 

（9,467千シンガポールドル） 

  ３ 偶発債務（保証債務等） 

下記関係会社の金融機関よりの借

入金について保証等を行っておりま

す。 

共同総業株式会社 

325百万円

キョウドウプリンティングカンパ

ニー（シンガポール）プライベー

トリミテッド  

                     180百万円

（2,301千シンガポールドル）

 キョウドウネイションプリンティ

ングサービシーズカンパニーリミ

テッド 

750百万円

（200,000千タイバーツ）

  ３ 偶発債務（保証債務等） 

下記関係会社の金融機関よりの借

入金について保証等を行っておりま

す。 

共同総業株式会社     

350百万円

キョウドウプリンティングカンパ

ニー（シンガポール）プライベー

トリミテッド  

                     610百万円

（7,759千シンガポールドル）

  ４ 受取手形割引高 

  1,700百万円 

  ４ 受取手形割引高 

  1,711百万円

  ４ 受取手形割引高 

  1,751百万円
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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４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日） 

１ 減価償却実施額 

    有形固定資産     1,765百万円 

    無形固定資産        80百万円 

        合計         1,846百万円 

  １ 減価償却実施額 

    有形固定資産     1,849百万円

    無形固定資産       152百万円  

        合計         2,002百万円

  １ 減価償却実施額 

    有形固定資産     3,683百万円

    無形固定資産       156百万円  

        合計         3,840百万円

※２ 固定資産処分損の内訳 

    建物                 6百万円 

    機械及び装置        48百万円 

    その他設備           3百万円 

        合計            59百万円 

※２ 固定資産処分損の内訳 

    建物                50百万円

    機械及び装置       126百万円

    その他設備           5百万円

        合計           182百万円

※２ 固定資産処分損の内訳 

    建物               297百万円

    機械及び装置       410百万円

    その他設備          14百万円

  施設利用権      0百万円

        合計           723百万円

※３ 研究開発費 

  一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費 

                       470百万円 

※３ 研究開発費 

  一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費 

                       681百万円

※３ 研究開発費 

  一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費 

                     1,060百万円

                      ※４ 固定資産売却益の内訳 

  機械及び装置     2百万円

    その他              0百万円

        合計             2百万円

 

※４ 固定資産売却益の内訳 

土地           1,657百万円
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前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日） 

※５ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

※５ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

※５ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を

計上しました。 

 場所   用途   種類   場所   用途  種類  場所  用途  種類  

生活資材部門 

守谷工場 

(茨城県守谷市) 

 

紙器･軟包装

用品生産設備 

 

建物、機械及

び装置等 

 

 

生活資材部門

守谷工場 

(茨城県守谷市)

 

紙器･軟包装

用品生産設備

 

建物、機械及

び装置等 

生活資材部門 

守谷工場 

(茨城県守谷市) 

 

紙器･軟包装

用品生産設備 

 

建物、機械及

び装置等 

 当社は、継続的に収支の把握を行

っている管理会計上の区分を基礎と

し、製造工程等の関連性を加味して

資産のグループ化を行っておりま

す。 

生活資材部門のうち、上記工場は

営業損益が継続してマイナスとなっ

ているため当該資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失69百万円として

特別損失に計上しました。その内訳

は、建物5百万円、機械及び装置29

百万円、車両及び運搬具1百万円、工

具器具及び備品22百万円、リース資

産10百万円です。 

なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定して

おり、建物については不動産鑑定士

による不動産鑑定評価額等により評

価し、機械及び装置、車両及び運搬

具、工具器具及び備品については取

得価額の５％とし、リース資産につ

いては零として評価しております。 

  当社は、継続的に収支の把握を行

っている管理会計上の区分を基礎と

し、製造工程等の関連性を加味して

資産のグループ化を行っておりま

す。 

 生活資材部門のうち、上記工場は

営業損益が継続してマイナスとなっ

ているため当該資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失36百万円として

特別損失に計上しました。その内訳

は、建物8百万円、構築物0百万円、

機械及び装置14百万円、車両及び運

搬具1百万円、工具器具及び備品12

百万円です。 

 なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定して

おり、建物、構築物については不動

産鑑定士による不動産鑑定評価額等

により評価し、機械及び装置、車両

及び運搬具、工具器具及び備品につ

いては取得価額の５％とし、リース

資産については零として評価してお

ります。 

 当社は、継続的に収支の把握を行

っている管理会計上の区分を基礎と

し、製造工程等の関連性を加味して

資産のグループ化を行っておりま

す。 

生活資材部門のうち、上記工場は

営業損益が継続してマイナスとなっ

ているため当該資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失104百万円とし

て特別損失に計上しました。その内

訳は、建物6百万円、機械及び装置55

百万円、車両及び運搬具1百万円、工

具器具及び備品31百万円、リース資

産10百万円です。 

なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定して

おり、建物については不動産鑑定士

による不動産鑑定評価額等により評

価し、機械及び装置、車両及び運搬

具、工具器具及び備品については取

得価額の５％とし、リース資産につ

いては零として評価しております。
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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４月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間増加 
株式数（株） 

当中間会計期間減少 
株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式 （注） 48,595 1,896 － 50,491

    合計 48,595 1,896 － 50,491

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 1,896 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

 

当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年９月 30 日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間増加 
株式数（株） 

当中間会計期間減少 
株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式 （注） 51,408 1,415 700 52,123

    合計 51,408 1,415 700 52,123

（注）1．普通株式の自己株式の株式数の増加 1,415 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 
   2．普通株式の自己株式の株式数の減少 700 株は、単元未満株式の売却による減少であります。 

 
前事業年度（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加 
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 （注） 48,595 2,813 － 51,408

    合計 48,595 2,813 － 51,408

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 2,813 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 
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（リース取引関係） 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日） 

  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・ 

リース取引（借主側） 

  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（借主側） 

  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（借主側） 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

  

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

  

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 

 

 

未経過リース料中間期末残高相当額

等 

                        （百万円） 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

未経過リース料中間期末残高相当額 

等 

                        （百万円）

 未経過リース料中間期末残高相当額  

未経過リース料期末残高相当額等 

                         

（百万円）

 未経過リース料期末残高相当額 

    １年以内 297      １年以内 309     １年以内 301

    １年超 774      １年超 710     １年超 741

      合計 1,071        合計 1,020       合計 1,043

リース資産減損勘定の
残高 

68    リース資産減損勘定の
  残高 
 

47   リース資産減損勘定の
残高 

 

58

(2)

   

(2)

 

(2)

 

支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

 （百万円）  （百万円）  （百万円）

    支払リース料 199      支払リース料 170     支払リース料 377

    リース資産減損勘定 
    の取崩額 

9      リース資産減損勘定
    の取崩額 

10     リース資産減損勘定 
    の取崩額 

19

(3)

    減価償却費相当額 187  

(3)

    減価償却費相当額 196

(3)

    減価償却費相当額 366

     支払利息相当額 8       支払利息相当額 9      支払利息相当額 17

     減損損失 10       減損損失 －      減損損失 10

        

 

 

       

 
機械及

び装置 
 
(百万円) 

工具器

具備品 
 
(百万円) 

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円) 

取得価額

相当額 
 

1,512 296 7 1,816 

減価償却

累計額 
相当額 

813 206 1 1,020 

減損損失

累計額 
相当額 

96 － － 96 

中間 
期末残高

相当額 
603 90 6 699 

 
機械及

び装置

 
(百万円)

工具器

具備品

 
(百万円)

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円)

取得価額

相当額

 
減価償却

累計額

相当額

減損損失

累計額

相当額

中間 
期末残高

相当額

 
機械及

び装置 
 
(百万円) 

工具器

具備品 
 
(百万円) 

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円)

取得価額

相当額

 
1,437 7 282 1,727

減価償却

累計額

相当額
823 2 152 979

減損損失

累計額

相当額
96 － － 96

期末残高

相当額

 
517 4 129 652

 
機械及

び装置 
 
(百万円) 

工具器

具備品 
 
(百万円) 

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円) 

取得価額

相当額 
 

1,512 296 7 1,816 

減価償却

累計額 
相当額 

813 206 1 1,020 

減損損失

累計額 
相当額 

96 － － 96 

中間 
期末残高

相当額 
603 90 6 699 

 
機械及

び装置

 
(百万円)

工具器

具備品

 
(百万円)

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円)

取得価額

相当額

 
減価償却

累計額

相当額

減損損失

累計額

相当額

中間 
期末残高

相当額

 
機械及

び装置 
 
(百万円) 

工具器

具備品 
 
(百万円) 

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円)

取得価額

相当額

 
1,437 7 282 1,727

減価償却

累計額

相当額
823 2 152 979

減損損失

累計額

相当額
96 － － 96

期末残高

相当額

 
517 4 129 652

 
機械及

び装置 
 
(百万円) 

工具器

具備品 
 
(百万円) 

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円) 

取得価額

相当額 
 

1,512 296 7 1,816 

減価償却

累計額 
相当額 

813 206 1 1,020 

減損損失

累計額 
相当額 

96 － － 96 

中間 
期末残高

相当額 
603 90 6 699 

 
機械及

び装置

 
(百万円)

工具器

具備品

 
(百万円)

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円)

取得価額

相当額

 
1,234 503 7 1,744

減価償却

累計額

相当額

782 205 3 991

減損損失

累計額

相当額

96 － － 96

中間 
期末残高

相当額

355 297 3 656

 
機械及

び装置 
 
(百万円) 

工具器

具備品 
 
(百万円) 

その他

 
 
(百万円)

合計 
 
 
(百万円)

取得価額

相当額

 
1,437 282 7 1,727

減価償却

累計額

相当額

823 152 2 979

減損損失

累計額

相当額

96 － － 96

期末残高

相当額

 
517 129 4 652
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前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日） 

(4)減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

・ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数として、残

存価額を10％とする定率法の償却額

に９分の10を乗じた方法によってお

ります。 

・利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

(4)減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

・ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

・ 利息相当額の算定方法 

同左 

(4)減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

・ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

・ 利息相当額の算定方法 

同左 

 
（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成 18 年 9月 30 日現在）、当中間会計期間末（平成 19 年 9月 30 日現在）及び前

事業年度末（平成 19 年 3月 31 日現在）のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるも

のはありません。 

 

（1 株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

        至 平成19年３月31日） 

1 株当たり純資産額 556.66 円 1 株当たり純資産額 562.44 円 1 株当たり純資産額 572.09 円

1 株当たり中間純利益 5.60 円 1 株当たり中間純利益 5.86 円 1 株当たり当期純利益 28.23 円

潜在株式調整後 1 株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

潜在株式調整後 1 株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

潜在株式調整後 1 株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 

（注）1株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日）

中間（当期）純利益（百万円） 505 528 2,544 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期） 

純利益（百万円） 
505 528 2,544 

普通株式の期中平均株式数（千株） 90,150 90,148 90,149 
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６．その他 
 
（１）生産及び受注の状況 

生産実績 
    当中間連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門 生産高（百万円） 対前年中間期増減率（％） 

出版印刷部門 12,528 5.5 

商業印刷部門 33,337 1.1 

生活資材部門 8,606 △8.2 

合計 54,473 0.5 

 （注）金額は、販売価額によっております。 
 

受注実績 
    当中間連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門 
受注高 

（百万円） 
対前年中間期 
増減率（％） 

受注残高 
（百万円） 

対前年中間期 
増減率（％） 

出版印刷部門 13,540 7.1 3,983 9.8 

商業印刷部門 35,389 7.0 7,561 15.2 

生活資材部門 9,323 △6.3 3,364 6.2 

その他 747 △2.8 － － 

合計 59,001 4.6 14,909 11.6 

 



 共同印刷(株)(7914) 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

 46

（２）売上高内訳 
連結 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日）

    期別 
 
 
 
 
品目別 

金額 構成比 金額 構成比 
対前年 
中間期 
増減率 

金額 構成比 

 百万円 % 百万円 % % 百万円 %
出版印刷     11,938 22.4 12,433 22.9 4.2 25,324 22.8

商業印刷     31,146 58.5 32,450 59.9 4.2 65,880 59.3

生活資材     9,435 17.7 8,585 15.8 △9.0 18,229 16.4

その他       769 1.4 747 1.4 △2.8 1,605 1.5

合計 53,289 100.0 54,217 100.0 1.7 111,040 100.0

 
個別 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日）

    期別 
 
 
 
 
品目別 

金額 構成比 金額 構成比 
対前年 
中間期 
増減率 

金額 構成比 

 百万円 % 百万円 % % 百万円 %
出版印刷     11,155 21.9 11,785 23.0 5.6 23,700 22.5

商業印刷     30,993 60.8 31,363 61.2 1.2 64,448 61.3

生活資材     8,851 17.3 8,118 15.8 △8.3 17,053 16.2

合計 50,999 100.0 51,266 100.0 0.5 105,202 100.0

 


