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平成20年１月期 決算短信 

平成20年3月17日 
 

 
（百万円未満切捨て） 

１．20年１月期の連結業績（平成19年２月１日～平成20年１月31日） 
(1) 連結経営成績 （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年１月期 25,994 3.1 635 38.6 702 36.2 198 8.5

19年１月期 25,204 △2.7 458 △30.4 515 △25.0 183 △78.1
 

 
１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本
当 期 純 利 益 率

総 資 産 
経 常 利 益 率 

売 上 高
営 業 利 益 率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
20年１月期 9 31 － 1.6 3.1 2.4

19年１月期 8 59 － 1.4 2.2 1.8
（参考） 持分法投資損益  20年１月期 －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 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
20年１月期 22,627 12,380 54.6 578 76

19年１月期 22,656 12,720 56.1 594 73
（参考） 自己資本  20年１月期 12,362百万円 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

 百万円 百万円 百万円 百万円
20年１月期 1,835 △579 △481 3,106

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 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年１月期 4 00 4 00 8 00 170 93.2 1.3

20年１月期 4 00 4 00 8 00 170 85.9 1.4
21年１月期 
（予想） 

4 00 4 00 8 00 － 

 
 
３．21年１月期の連結業績予想（平成20年２月１日～平成21年１月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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
中  間  期 13,900 2.9 520 △5.0 530 △6.8 270 8.8 12 64

通     期 26,900 3.5 560 △11.9 560 △20.3 290 45.8 13 58

 

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 

定時株主総会開催予定日 平成20年4月23日 配当支払開始予定日  平成20年4月24日 

有価証券報告書提出予定日 平成20年4月24日  
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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) 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（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、17ページ「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） 20年１月期 21,458,740株 19年１月期 21,458,740株 

 ②期末自己株式数 20年１月期 98,024株 19年１月期 97,934株 

 (注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29、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 
 
１．20年１月期の個別業績（平成19年２月１日～平成20年１月31日） 
 (1) 個別経営成績 (％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年１月期 24,066 3.5 592 47.1 682 46.4 234 46.5
19年１月期 23,247 △3.5 403 △35.1 466 △30.2 160 △81.0

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭
20年１月期 10 99 －
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 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
20年１月期 22,074 12,314 55.8 576 51
19年１月期 22,034 12,619 57.3 590 76

（参考） 自己資本  20年１月期 12,314百万円 19年１月期 12,619百万円 
 
２．21年１月期の個別業績予想（平成20年２月１日～平成21年１月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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
中  間  期 12,900 2.9 460 △9.3 500 △8.1 260 △0.3 12 17
通     期 24,900 3.5 480 △19.0 520 △23.8 270 15.0 12 64

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、決算短信の添付資料６ページおよび 10

ページをご参照ください。 
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１．経営成績及び財政状態 

 

（１）当期の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な輸出や生産に支えられ企業業績が堅調に推移した

ことに加え、設備投資も増加基調にあることから、景気は緩やかな回復基調を持続いたしました。

しかしながら、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問題の影響もあり、後半は円高が進行

し株価が下落するなど、次第に減速感が強まってまいりました。また、個人消費は雇用者賃金の伸

び悩みに加え、ガソリンや食品など、生活必需品の相次ぐ値上げに対する家計支出の抑制もあり、

総じて弱めの動きとなりました。 

封筒業界におきましては、メール便の伸長により、数量面での需要は微増程度で推移しているも

のと思われますが、販売競争の激化や原油価格高騰による原材料費への波及など、当社グループを

取り巻く環境は引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

このような情勢のもと、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など、サー

ビス品質の向上によるお客様との継続的な信頼関係の強化や、新製品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、内部統制システムの充実に向け、プロジェクトチームによる体制の

整備を進めてまいりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は259億94百万円（前連結会計年度比3.1％増）、営業利益は

６億35百万円（前連結会計年度比38.6％増）、経常利益は７億２百万円（前連結会計年度比36.2％

増）、当期純利益は１億98百万円（前連結会計年度比8.5％増）となりました。 

当連結会計年度における売上高は、選挙関連需要により増収となりました。利益増加要因は、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、東京支店移転に伴う補償金１億27百万円等を、特別損失として投資有

価証券評価損１億61百万円、固定資産除却損１億円等を計上いたしました。また、役員退職慰労引

当金に係る繰延税金資産１億44百万円を取り崩したことなどにより、法人税等調整額は１億77百万

円となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（封筒事業） 

統一地方選挙や参議院議員選挙等、選挙関連のスポット需要により、売上高は208億90百万円

（前連結会計年度比2.6％増）となりました。一方で、原材料等の価格上昇の影響を受け、営業利

益は７億20百万円（前連結会計年度比6.9％減）となりました。 

（メーリングサービス事業） 

選挙関連業務のほか、官公庁向けサービスの充実ならびに前期に引き続き冊子小包（現ゆうメ

ール）の差出代行サービスを含む提案型営業を推進するとともに、不採算受注の抑制に努めるな

ど収益性の改善に向けた取り組みを実施いたしました。この結果、売上高は30億44百万円（前連

結会計年度比13.2％増）、営業損失は92百万円（前連結会計年度は営業損失２億81百万円）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） 

情報システム事業においては、収益改善を最優先課題として取り組んだ結果、減収となるもの

の大幅な収益改善がみられました。また、子会社においては、封入機の製造販売は堅調に推移い

たしましたが、その他は全般的な需要減少や価格競争の激化などにより、収益が低下いたしまし

た。この結果、売上高は20億59百万円（前連結会計年度比4.1％減）、営業損失は11百万円（前連

結会計年度は営業損失30百万円）となりました。 
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（２）財政状態及び経営成績の分析 

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

た内容であります。 

 

（当連結会計年度における経営成績の分析） 

①売上高 

売上高は、前連結会計年度に比べ７億89百万円（3.1％）増加して259億94百万円となりまし

た。統一地方選挙や参議院議員選挙等の選挙関連スポット需要が、封筒事業およびメーリング

サービス事業の売上増に寄与いたしました。 

 

②営業利益 

封筒事業は、原材料費の上昇分の販売価格への転嫁の遅れにより、利益率が低下いたしまし

たが、メーリングサービス事業における収益性の改善が進んだことなどにより、営業利益は前

連結会計年度に比べ１億77百万円（38.6％）増加して６億35百万円となりました。 

 

③経常利益 

受取利息配当金の増加などにより、営業外損益が66百万円の純益となったため、経常利益は

前連結会計年度に比べ１億86百万円（36.2％）増加して７億２百万円となりました。 

 

④特別利益 

特別利益は、投資有価証券売却益２億１百万円、東京支店移転に伴う家賃差額および建物造

作設備等の補償金１億27百万円などを計上したことにより、前連結会計年度に比べ３億45百万

円増加して３億54百万円となりました。 

 

⑤特別損失 

特別損失は、投資有価証券評価損１億61百万円、固定資産除却損１億円などを計上したこと

により、前連結会計年度に比べ２億53百万円増加して２億90百万円となりました。 

 

⑥法人税等 

法人税、住民税及び事業税は、前連結会計年度に比べ１億96百万円増加して３億85百万円と

なりました。また、法人税等調整額が前連結会計年度に比べ67百万円増加して１億77百万円と

なりましたが、これは主に、役員退職慰労引当金にかかる繰延税金資産１億44百万円を取り崩

したことなどによるものであります。 

 

⑦当期純利益 

当期純利益は、前連結会計年度に比べ15百万円（8.5％）増加して１億98百万円となり、売上

高当期純利益率は前連結会計年度に比べ0.1ポイント増加して0.8％となりました。 

この結果、１株当たり当期純利益は前連結会計年度の8.59円に対し9.31円となりました。 
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（当連結会計年度における財政状態の分析） 

①資産 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ28百万円（0.1％）減少して226億27

百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ８億98百万円（9.6％）増加して102億86百万円となり

ました。現金及び預金は同７億45百万円増加して33億10百万円となりました。また、受取手形

及び売掛金が同１億８百万円減少して39億83百万円となりました。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ９億27百万円（7.0％）減少して123億41百万円となり

ました。有形固定資産は同３億50百万円減少して94億38百万円となり、無形固定資産は同１億

20百万円減少して１億72百万円となりました。これは主に、設備投資額が同84百万円増加して

６億８百万円であったことに対し、減価償却費が９億58百万円発生したことなどによるもので

あります。また、投資その他の資産は同４億56百万円減少して27億30百万円となりました。こ

れは主に、保有有価証券の売却および時価下落に伴い、投資有価証券が同４億64百万円減少し

て18億38百万円となったことなどによるものであります。 

 

②負債 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ３億11百万円（3.1％）増加して102億

47百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が同３億21百万円増加して31億42百

万円となったほか、未払法人税等が同２億39百万円増加して３億16百万円、有利子負債の圧縮

を行ったため、借入金全体では同３億９百万円減少して40億92百万円となったことなどによる

ものであります。 

 

③純資産 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ３億40百万円（2.7％）減少して123

億80百万円となりました。これは主に、利益剰余金が同28百万円増加して96億75百万円となっ

たことに対し、保有有価証券の売却および時価下落に伴い、その他有価証券評価差額金が同３

億69百万円減少して１億50百万円となったことなどによるものであります。 

なお、自己資本比率は同1.4ポイント低下して54.6％となりました。 

 

④キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは18億35百万円の収入、投資

活動によるキャッシュ・フローは５億79百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは

４億81百万円の支出となったため、当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」と

いう。）は、前連結会計年度末に比べ７億74百万円増加して、31億６百万円（前連結会計年度

比 33.2％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18億35百万円（前連結会計年度比39.2％増）となりました。こ

れは主に、税金等調整前当期純利益７億66百万円、減価償却費９億58百万円のほか、仕入債務

の増加額３億21百万円、法人税等の支払額１億42百万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５億79百万円（前連結会計年度は７億28百万円の支出）となり

ました。これは主に、有形固定資産の取得による支出４億31百万円、投資有価証券の取得によ

る支出（売却、償還による収入を除く純額）１億３百万円などによるものであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の支出は４億81百万円（前連結会計年度は９億44百万円の支出）となり

ました。これは主に、短期借入金の純減少額１億30百万円、長期借入金の純減少額１億79百万

円、配当金の支払額１億70百万円などによるものであります。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の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。 

当期純利益は２億34百万円でしたが、配当金につきましては、１株につき普通配当８円（うち中

間配当４円）といたしました。 

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。 

なお、平成21年１月期の配当につきましても、１株につき普通配当８円（うち中間配当４円）を

維持していく所存であります。 

 

（４）次期の見通しと対処すべき課題 

今後のわが国経済は、原油価格の高騰に伴う原材料価格の上昇やサブプライムローン問題を契機

とした金融市場の混乱などにより、当面は減速すると思われますが、設備投資や個人消費は緩やか

ながらも増加の傾向にあることから、中期的には緩やかな回復基調が持続するものと予想されます。 

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

厳しい状況で推移することが予想されます。 

このような状況のもとで当社グループは、顧客満足（ＣＳ）と従業員満足（ＥＳ）の両立による

「お客様から全幅の信頼を頂ける会社」、「社員全員が生き生きと働ける会社」を目指し、常にイ

ノベーションを行い、さらなる業績の向上へと邁進する所存でございます。 

   

平成21年１月期の連結業績の見通しについては、売上高は269億円（前期比3.5％増）、営業利益

は５億60百万円（前期比11.9％減）、経常利益は５億60百万円（前期比20.3％減）、当期純利益は 

２億90百万円（前期比45.8％増）となる見込であります。 
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（５）事業等のリスク 

決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末（平成20年１月31日）現在

において当社グループが判断したものであります。 

 

①機密情報の取扱について 

当社は、機密情報や個人情報の重要性を自覚し、平成15年10月にプライバシーマークの認証を

取得、また、平成17年８月に情報セキュリティマネジメントシステム（以下、「ＩＳＭＳ」とい

う。）の認証を取得するなど、機密情報や個人情報を含むお客様のデータベースを取り扱う際の

運用については、十分な注意を払っております。 

こうした取り組みにより、機密情報や個人情報が漏洩する可能性は低いと考えておりますが、

何らかの理由により機密情報や個人情報が外部に漏洩した場合には、当社グループの業績に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

 

②製品の欠陥や品質について 

当社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

程上で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当社グループの業績

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

③取引先の信用リスクについて 

当社グループは代販店を含め数多くの取引先と掛売り取引を行っております。当社グループは

市場における信用情報の収集、与信限度の定期的な見直し等を行い、取引先の信用リスクに備え

ておりますが、倒産のような予期せぬ事態により債権回収に支障が発生した場合、当社グループ

の業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

④金利上昇による影響について 

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

ループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤原材料調達の影響について 

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

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

激な需要変化および品質問題などにより、原材料調達がきわめて困難になった場合や購入価格が

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

ます。 

 

⑥郵便制度変更等による影響について 

封筒・メーリングサービスを中心とする当社の業務は、郵便制度と密接な係わりを持っており、

これまでも郵便制度が変更された場合には、それに対応したタイムリーな営業施策により、当社

業績にプラスとなるように努めてまいりましたが、制度変更の内容しだいでは当社グループの業

績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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⑦得意先の購買形態の変化について 

当社における最も主要な営業形態は、東京、大阪圏を中心にしたお客様への直接対面販売であ

りますが、一部のお客様において、コスト削減意識の高まりや購買業務効率化の観点から、イン

ターネットを活用したリバースオークション等の購買形態を採用するケースが出てきております。

このような購買形態が急速に拡大した場合、販売価格の下落やお客様の喪失などにより、当社グ

ループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧季節要因による業績推移について 

当社の販売動向には次の理由により若干の季節変動があります。上半期において、新年度用の

封筒が増える傾向にあること、また株主総会の招集通知用等の封筒が増えることから、業績が上

半期に偏る傾向があります。今後も同様の理由により季節変動が予想されますので、当社グルー

プの業績を判断する際には留意する必要があります。 

最近の２連結会計年度の上半期および下半期の業績推移は次のとおりであります。 

平成19年1月期 平成20年1月期 
項目 

上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 

売上高 (百万円) 13,012 12,192 25,204 13,504 12,489 25,994

構成比 (％) 51.6 48.4 100.0 52.0 48.0 100.0

営業利益 (百万円) 352 106 458 547 88 635

構成比 (％) 76.8 23.2 100.0 86.0 14.0 100.0

経常利益 (百万円) 373 142 515 568 133 702

構成比 (％) 72.4 27.6 100.0 81.0 19.0 100.0

 

⑨事業の赤字について 

当社が行っておりますメーリングサービス事業においては、３期連続で赤字幅が縮小いたしま

したが、依然として価格競争激化に伴う大口受注品の販売単価低下等により赤字となっておりま

す。今後も収支改善を最大のテーマに掲げ、販売価格および仕入価格の見直し、内部の効率化に

より収支改善を実現する方向で進めてまいります。この事業は封筒と密接に関係する事業で、当

社グループといたしましては今後の発展には必要な事業と位置付けております。しかしながら、

環境が今以上に悪化し、価格競争が想定を大きく上回った場合には、当社グループの業績に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

  

⑩投資リスクについて 

当社グループの所有する有価証券は、取引金融機関、販売先企業、仕入先企業等、業務上密接

な関係にある企業の株式が大半でありますが、株式市況の動向等によって、当社グループの業績

および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、当連結会計年度末における投資有価証

券の総資産に対する比率は8.1％となっております。 

 

⑪自然災害の影響について 

当社は生産拠点が分散しており、自然災害に強い体質となっています。加えて災害対策や復旧

計画を検討しており想定内の災害には迅速に対応するよう努めております。しかしながら、大規

模な自然災害が発生した場合には甚大な損害を受ける可能性があります。その場合には、製品の

供給体制が確保できなくなり売上の急激な低下がおこり、また修復に多額の費用が発生するため、

当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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⑫システム障害について 

当社は受注から生産、売上までの一貫システムを全社オンライン体制で構築しており、機器の

障害には保守契約でカバーするとともに、短期間の障害であれば、人力でバックアップできる仕

組みを構築しております。しかしながら、大規模災害やインフラ障害などにより復旧に時間を要

する場合は、システムが機能せず当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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２．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。 

 

 

３．経営方針 

 

（１）経営の基本方針 

当社グループは、各種封筒の製造販売事業とメーリングサービス事業を中核事業として、コンピュー

タ販売等の情報システム事業のほか、子会社による医療機関向け印刷物の製造販売などの関連諸事業を

行っております。 
こうした事業分野において、当社グループでは顧客のニーズを明確に把握し、これを基盤に、常に

よりすぐれた商品、技術、サービスをシステム的に開発提供し、より良き社会の建設に貢献すること

を目指しております。 

 

（２）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。 

なお、原材料価格の高騰や競争の激化などにより、経営環境が厳しい状況で推移する見通しである

ことを受け、平成 20 年１月期中間決算短信（平成 19 年９月 20 日開示）により開示を行った平成 21

年１月期の目標とする経営指標を次のとおり修正しております。（単体ベース） 

売上高    249 億円 

経常利益  5.2 億円（売上高経常利益率 2.1％） 

 

（３）中・長期的な経営戦略 

当社は、中核である封筒事業を取り巻く経営環境が極めて厳しい状況にあることを自覚し、強固

な事業構造および収益構造を確立するため、封筒を中心とした既存事業分野の再構築とメーリング

サービス事業を中心とした分野の拡充を図っております。具体的には、過去最高の業績を目指すこ

とを最重点に、2006～2008 年度中期経営計画“Ｓ＆Ｉ”（Satisfaction＆Innovation）を策定し、目

標達成に向けて鋭意取り組んでおります。 

当社は、お客様満足（ＣＳ）と従業員満足（ＥＳ）の両立を目指し、会社が目指す長期的なビジ

ョンとして「①お客様から全幅の信頼を頂ける会社」および「②社員全員が生き生きと働ける会社」

を実現するため、常にイノベーションを行うことを明確に掲げ、その実現に向けた中期ビジョンと

して以下の３項目を掲げております。 

■質・量ともに過去最高を目指す 

■達成感を実感できる仕組みにより、業績に応じた従業員満足を追求する 

■チャレンジ精神を醸成する企業風土を目指す 

 

上記ビジョンの実現に向けた戦略テーマとして、以下の４項目を実施いたします。 

■共通：徹底した品質向上による差別化とコストダウン 

■封筒事業：販売ルートの強化による売上拡大 
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■メーリングサービス事業：収益事業への脱皮 

■共通：間接費 30％削減ならびに将来の付加価値業務の創造 

 

   なお、中期経営計画策定後の過去２期（平成19年１月期および平成20年１月期）の業績が予想を下

回り、また経営環境が引き続き厳しい状況で推移する見通しであることから、過去最高の業績を達成

するのは困難と判断し、平成21年１月期（中期経営計画最終年度）の業績目標を下方修正しておりま

す。 

具体的には、（２）目標とする経営指標に記載のとおりであります。 

   

（４）対処すべき課題 

６ページ「１．経営成績及び財政状態（４）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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４．連結財務諸表 

 

(1) 連結貸借対照表 

 
前連結会計年度 

（平成19年１月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年１月31日） 
対前年比

区分 
金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

 （資産の部）   

 Ⅰ 流動資産   

    現金及び預金 2,565 3,310  745

    受取手形及び売掛金 4,091 3,983  △108

    たな卸資産 1,256 1,325  69

    繰延税金資産 303 391  87

    その他 1,214 1,284  70

    貸倒引当金 △44 △9  34

 流動資産合計 9,387 41.4 10,286 45.5 898

 Ⅱ 固定資産   

  １ 有形固定資産   

     建物及び構築物 7,560 7,556   

     減価償却累計額  4,945 2,615 5,116 2,439  △176

     機械装置及び運搬具 17,510 17,625   

     減価償却累計額 14,585 2,924  14,938 2,686  △238

     その他 1,125 1,056   

     減価償却累計額  971 153  921 134  △19

     土地 4,053 4,053  －

     建設仮勘定 42 125  83

   有形固定資産合計 9,789 43.2 9,438 41.7 △350

  ２ 無形固定資産   

     のれん 54 36  △18

     ソフトウェア他 238 136  △102

   無形固定資産合計 293 1.3 172 0.7 △120

  ３ 投資その他の資産   

     投資有価証券 2,303 1,838  △464

     長期前払費用 36 32  △3

     繰延税金資産 204 191  △12

     その他 771 797  25

     貸倒引当金 △128 △130  △1

   投資その他の資産合計 3,187 14.1 2,730 12.1 △456

   固定資産合計 13,269 58.6 12,341 54.5 △927

   資産合計 22,656 100.0 22,627 100.0 △28
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前連結会計年度 

（平成19年１月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年１月31日） 
対前年比

区分 
金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

 （負債の部）   

 Ⅰ 流動負債   

    支払手形及び買掛金 2,821 3,142  321

    短期借入金 2,060 1,930  △130

    １年内返済予定長期借入金 1,091 1,291  199

    未払金 466 550  84

    未払法人税等 77 316  239

    役員賞与引当金 26 －  △26

    賞与引当金 631 632  0

    設備関係支払手形 60 123  63

    その他 550 585  35

   流動負債合計 7,785 34.4 8,574 37.9 788

 Ⅱ 固定負債   

    長期借入金 1,249 870  △379

    退職給付引当金 521 444  △77

    役員退職慰労引当金 355 335  △19

    その他 22 22  △0

   固定負債合計 2,150 9.5 1,673 7.4 △476

   負債合計 9,935 43.9 10,247 45.3 311

      

 （純資産の部）   

 Ⅰ 株主資本   

    資本金 1,197 5.3 1,197 5.3 －

    資本剰余金 1,363 6.0 1,363 6.0 －

    利益剰余金 9,647 42.5 9,675 42.8 28

    自己株式 △24 △0.1 △24 △0.1 △0

   株主資本合計 12,183 53.7 12,211 54.0 27

 Ⅱ 評価・換算差額等   

    その他有価証券評価差額金 520 2.3 150 0.6 △369

   評価・換算差額等合計 520 2.3 150 0.6 △369

   少数株主持分 16 0.1 17 0.1 0

   純資産合計 12,720 56.1 12,380 54.7 △340

   負債及び純資産合計 22,656 100.0 22,627 100.0 △28

   

 



株式会社イムラ封筒（3955）平成 20 年１月期 決算短信 

14  

(2) 連結損益計算書 

 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日  
 至 平成20年１月31日） 

対前年比 

区分 
金額 

（百万円） 
百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比 
（％） 

増減 
（百万円）

Ⅰ 売上高 25,204 100.0 25,994 100.0 789

Ⅱ 売上原価 19,394 77.0 19,797 76.2 402

   売上総利益 5,809 23.0 6,197 23.8 387

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

   運搬費及び荷造包装費 872 915   

   給与 1,804 1,870   

   役員賞与引当金繰入額 26 －   

   賞与引当金繰入額 242 258   

   退職給付費用 105 117   

   法定福利費 301 310   

   役員退職慰労引当金繰入額 34 31   

   減価償却費 189 161   

   貸倒引当金繰入額 1 6   

   その他 1,771 5,350 21.2 1,888 5,561 21.4 210

   営業利益 458 1.8 635 2.4 177

Ⅳ 営業外収益   

   受取利息 18 34   

   受取配当金 26 23   

   受取賃貸料 16 15   

   役員積立保険満期返戻金 11 －   

   雑収入 45 119 0.5 72 145 0.6 26

Ⅴ 営業外費用   

   支払利息 41 52   

   手形売却損 4 7   

   雑損失 16 62 0.3 18 79 0.3 16

   経常利益 515 2.0 702 2.7 186

Ⅵ 特別利益   

   固定資産売却益 0 －   

   投資有価証券売却益 － 201   

   貸倒引当金戻入益 6 26   

   ゴルフ会員権返還益 2 －   

   移転補償金 － 9 0.0 127 354 1.3 345

Ⅶ 特別損失   

   固定資産売却損 0 －   

   固定資産除却損 26 100   

   減損損失 － 28   

   投資有価証券評価損 － 161   

   ゴルフ会員権評価損 8 －   

   厚生年金基金代行返上損 1 37 0.1 － 290 1.1 253

   税金等調整前当期純利益 487 1.9 766 2.9 278

   法人税、住民税及び事業税 188 385   

   法人税等調整額 109 298 1.2 177 562 2.1 264

   少数株主利益 6 0.0 4 0.0 △1

   当期純利益 183 0.7 198 0.8 15
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

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) 

株主資本 
評価・換算差

額等 

 

資本金 資本剰余金 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 

少数株主 

持分 
純資産合計

 
平成18年１月31日残高 

（百万円） 
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 

（百万円） 
－ － △7 － △7 7 4 3

平成19年１月31日残高 

（百万円） 
1,197 1,363 9,647 △24 12,183 520 16 12,720

 

当連結会計年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

 

株主資本 
評価・換算差

額等 

 

資本金 資本剰余金 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 

少数株主

持分 
純資産合計

 
平成19年１月31日残高 

（百万円） 
1,197 1,363 9,647 △24 12,183 520 16 12,720

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当  △170 △170  △170

 当期純利益  198 198  198

 自己株式の取得  △0 △0  △0

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額） 
 △369 0 △368

 
連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 28 △0 27 △369 0 △340

 
平成20年１月31日残高 

（百万円） 
1,197 1,363 9,675 △24 12,211 150 17 12,380
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 
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）

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日  
 至 平成20年１月31日） 

対前年比 

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 

（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前当期純利益 487 766 278 

   減価償却費 1,068 958 △109 

   減損損失 － 28 28 

   貸倒引当金の減少額 △20 △33 △12 

   役員賞与引当金の増加額（△減少額） 26 △26 △53 

   賞与引当金の増加額（△減少額） △3 0 4 

   退職給付引当金の減少額 △75 △77 △1 

   役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） 34 △19 △53 

   受取利息及び受取配当金 △45 △58 △13 

   投資有価証券売却益 － △201 △201 

   投資有価証券評価損 － 161 161 

   支払利息 41 52 11 

   固定資産除却損 26 100 73 

   売上債権の減少額 225 106 △118 

   たな卸資産の増加額 △6 △69 △62 

   仕入債務の増加額（△減少額） △282 321 603 

   その他 74 △30 △105 

    小計 1,550 1,980 430 

   利息及び配当金の受取額 44 49 4 

   利息の支払額 △41 △52 △11 

   法人税等の支払額 △235 △142 92 

    営業活動によるキャッシュ・フロー 1,318 1,835 517 

Ⅱ 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 △457 △431 26 

   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 △63 △8 54 

   投資有価証券の取得による支出 △543 △377 166 

   投資有価証券の売却による収入 30 248 217 

   投資有価証券の償還による収入 200 26 △173 

   子会社株式の追加取得 － △1 △1 

   貸付による支出 △1 △0 0 

   貸付金の回収による収入 1 1 △0 

   定期預金の減少額（△増加額） △9 26 35 

   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 － △2 

   その他 148 △62 △210 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △728 △579 148 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   短期借入金の純増減額 △725 △130 595 

   長期借入れによる収入 970 1,120 150 

   長期借入金の返済による支出 △1,022 △1,299 △276 

   自己株式の売却による収入 － △0 △0 

   配当金の支払額 △165 △170 △5 

   少数株主への配当金の支払額 △0 △0 － 

    財務活動によるキャッシュ・フロー △944 △481 463 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △354 774 1,129 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,685 2,331 △354 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,331 3,106 774 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

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日までの取得建物(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。 

建物及び構築物       ３年～75年 

機械装置及び運搬具      ４年～10年 

   

上記「固定資産の減価償却の方法（1）有形固定資産」以外は、最近の有価証券報告書（平成19年４

月26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。 

 

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

後取得の有形固定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。 

この変更により減価償却費が９百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が

それぞれ９百万円減少しております。 

 なお、金額僅少により、セグメント情報に与える影響については、当該箇所への記載を省略してお

ります。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成19年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年１月31日) 

※１ 担保資産 

  (1) 流動資産 

    担保提供資産 

その他 303百万円

    担保資産に対応する債務 

手形債権売却に伴う 
買戻し義務 

259百万円

 

※１ 担保資産 

  (1) 流動資産 

    担保提供資産 

その他 312百万円

    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 

312百万円

 
  

  (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
 

  (2) 固定資産 

    担保提供資産 

建物及び構築物 1,869百万円

機械装置及び運搬具 2,167百万円

土地 2,205百万円

合計 6,242百万円
 

     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
 

     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 1,818百万円

機械装置及び運搬具 2,167百万円

土地 2,136百万円

合計 6,121百万円
 

    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
 

    担保資産に対応する債務 

短期借入金 735百万円

長期借入金(１年以内 
返済予定額を含む) 

1,161百万円

合計 1,896百万円
 

     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
 

     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 550百万円

長期借入金(１年以内 
返済予定額を含む) 

986百万円

合計 1,536百万円
 

  

 ２ 保証債務  ２ 保証債務 

  (1) 従業員の住宅取得に基づく金融機関からの借入

金に対して、次のとおり保証を行っておりま

す。 

 32百万円
 

  (1) 従業員の住宅取得に基づく金融機関からの借入

金に対して、次のとおり保証を行っておりま

す。 

 27百万円
 

  

  (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

 

  (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 

312百万円
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(連結損益計算書関係) 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日) 

※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          ― 

  

※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          ― 

  

※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
 

※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 48百万円

機械装置及び運搬具 12百万円

その他 7百万円

建設仮勘定 1百万円

ソフトウェア他 31百万円

合計 100百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

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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当連結会計年度(自 平成19年２月１日 至 平成20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） 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 

当連結会計年度末
株式数 

普通株式（株） 97,934 90 ― 98,024 

（変動事由の概要） 

普通株式の増加は、単元未満株式の買取り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

平成19年９月20日
取締役会 

普通株式 85 4.00 平成19年７月31日 平成19年10月11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20年４月23日
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 85 4.00
平成20年 
１月31日 

平成20年 
４月24日 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(平成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
   

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20年１月31日)

現金及び預金勘定 3,310百万円

預入期間が３か月を超える 
定期性預金 

△204百万円

現金及び現金同等物 3,106百万円
   

 

  (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、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) 

前連結会計年度(自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日) 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

区分 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 100 97 △2 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

   ①株式 426 1,344 917 

   ②その他 20 25 4 

小計 446 1,369 922 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

   ①株式 303 285 △17 

   ②債券 385 356 △28 

小計 689 642 △46 

合計 1,135 2,012 876 

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

30 ― ― 

 

４ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

その他有価証券 
 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 70 

中小企業等投資事業有限責任組合 83 

その他 37 

合計 191 

 

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

額 
 

区分 １年以内(百万円)
１年超５年以内 

(百万円) 
５年超10年以内 

(百万円) 
10年超(百万円) 

満期保有目的の債券 ― ― 100 ― 

その他有価証券     

 債券 ― 200 ― 185 

合計 ― 200 100 185 
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当連結会計年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

区分 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 200 164 △35 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

   ①株式 373 674 301 

   ②その他 10 10 0 

小計 383 685 301 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

   ①株式 364 321 △42 

   ②債券 537 372 △164 

   ③その他 10 9 △0 

小計 912 704 △208 

合計 1,295 1,389 93 

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

248 201 ― 

 

４ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

その他有価証券 
 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 143 

中小企業等投資事業有限責任組合 68 

その他 37 

合計 249 

 

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

額 
 

区分 １年以内(百万円)
１年超５年以内 

(百万円) 
５年超10年以内 

(百万円) 
10年超(百万円) 

満期保有目的の債券 ― ― ― 200 

その他有価証券     

 債券 ― 100 ― 237 

合計 ― 100 ― 437 
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(退職給付関係) 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  確定給付型の制度として、当社は企業年金基金制度

を、連結子会社は退職一時金制度を設けておりま

す。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △5,091百万円

年金資産 4,618百万円

未積立退職給付債務 △473百万円

未認識数理計算上の差異 38百万円

未認識過去勤務債務 △86百万円

退職給付引当金 △521百万円
  

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △5,237百万円

年金資産 4,315百万円

未積立退職給付債務 △921百万円

未認識数理計算上の差異 518百万円

未認識過去勤務債務 △41百万円

退職給付引当金 △444百万円
  

  

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 284百万円

利息費用 119百万円

期待運用収益 △148百万円

数理計算上の差異の費用処理額 74百万円

過去勤務債務の費用処理額 △45百万円

退職給付費用 284百万円
  

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 275百万円

利息費用 124百万円

期待運用収益 △124百万円

数理計算上の差異の費用処理額 66百万円

過去勤務債務の費用処理額 △45百万円

退職給付費用 296百万円
  

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.5％

期待運用収益率 3.5％

過去勤務債務の額の処理年数 ３年

数理計算上の差異の処理年数 10年
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.5％

期待運用収益率 2.7％

過去勤務債務の額の処理年数 ３年

数理計算上の差異の処理年数 10年
 

  

 

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成19年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年１月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 25百万円

 賞与引当金損金算入限度超過額 256百万円

 未払事業税否認 9百万円

 役員退職慰労引当金繰入額否認 144百万円

 退職給付引当金 206百万円

 投資有価証券評価損 55百万円

 ゴルフ会員権評価損 41百万円

 減損損失 161百万円

 その他 98百万円

 評価性引当額 △114百万円

 繰延税金資産合計 884百万円

 

繰延税金負債 

 特別償却準備金 2百万円

 その他有価証券評価差額金 374百万円

 繰延税金負債合計 377百万円

 

繰延税金資産の純額 507百万円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 17百万円

 賞与引当金 257百万円

 未払事業税 27百万円

 役員退職慰労引当金 136百万円

 退職給付引当金 145百万円

 投資有価証券評価損 80百万円

 ゴルフ会員権評価損 41百万円

 減損損失 148百万円

 その他 119百万円

 評価性引当額 △267百万円

 繰延税金資産合計 706百万円

 

繰延税金負債 

 特別償却準備金 0百万円

 その他有価証券評価差額金 122百万円

その他 0百万円

 繰延税金負債合計 123百万円

 

繰延税金資産の純額 582百万円
  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

 (調整) 

  交際費等永久に損金に算入 
  されない項目 

5.5％

  受取配当金等永久に益金に 
  算入されない項目 

△1.2％

  住民税均等割 5.4％

  役員賞与引当金 2.2％

評価性引当額の増加 8.3％

  その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

61.2％

 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

 (調整) 

  交際費等永久に損金に算入 
  されない項目 

2.9％

  受取配当金等永久に益金に 
  算入されない項目 

△0.6％

  住民税均等割 2.5％

評価性引当額の増加 22.2％

繰延税金資産取崩 5.0％

  その他 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

73.4％
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント】 

前連結会計年度(自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日) 

 

 
封筒事業 
(百万円) 

メーリング
サービス事業
(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業利益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

20,367 2,688 2,148 25,204 ― 25,204 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

587 0 144 732 （732） ― 

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

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

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

774 △281 △30 463 （4） 458 

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

      

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

  減価償却費 867 126 31 1,024 43 1,068 

  資本的支出 376 92 36 506 20 526 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) 封筒事業 

   長形封筒、角形封筒、洋形封筒、窓付き封筒等の各種封筒の製造及び販売 

 (2) メーリングサービス事業 

   ダイレクトメールの企画、製作、封入発送代行 

   冊子類及び各種販売促進用商品等の封入発送 

   データプリントサービス 

 (3) その他の事業 

   オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ及び周辺機器類の販売 

   ソフトウェアの開発 

   医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売 

   不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入 

   機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売 

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

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

ります。 

４ 資本的支出については、長期前払費用の増加額を含んでおります。 
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当連結会計年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

 

 
封筒事業 
(百万円) 

メーリング
サービス事業
(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業利益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

20,890 3,044 2,059 25,994 ― 25,994 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

614 0 164 778 （778） ― 

計 21,504 3,044 2,223 26,772 （778） 25,994 

  営業費用 20,783 3,136 2,235 26,155 （797） 25,358 

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

720 △92 △11 617 18 635 

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

      

  資産 13,211 1,193 1,255 15,660 6,967 22,627 

  減価償却費 799 110 24 935 23 958 

  資本的支出 483 48 15 547 62 610 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) 封筒事業 

   長形封筒、角形封筒、洋形封筒、窓付き封筒等の各種封筒の製造及び販売 

 (2) メーリングサービス事業 

   ダイレクトメールの企画、製作、封入発送代行 

   冊子類及び各種販売促進用商品等の封入発送 

   データプリントサービス 

 (3) その他の事業 

   オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ及び周辺機器類の販売 

   ソフトウェアの開発 

   医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売 

   不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入 

   機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目にまとめた全社資産(6,967百万円)の主なものは、親会社での余剰運

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

ります。 

４ 資本的支出については、長期前払費用の増加額を含んでおります。 

 

【所在地別セグメント】 

前連結会計年度(自 平成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。 

 

当連結会計年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成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。 

 

当連結会計年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成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。 

   当連結会計年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又は

出資金 

（百万円）

事業の内容

または職業

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の 

内容 

取引金額 

(百万円) 
科目

期末残高

(百万円)

有限会社ケイ・ア

ンド・アイ コー

ポレーション 

奈良県 

葛城市 
10

損害保険

代理業 

 

(被所有) 

直接 3.60

間接 ― 

なし なし
保険料

の支払 
2 未払金 ―役員及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有している

会社等 
有限会社アイ・エ

ム興産 

奈良県 

葛城市 
10

損害保険

代理業 

 

(被所有) 

直接 3.35

間接 ― 

なし なし
保険料

の支払 
25 未払金 ―

（注） 取引条件及び取引条件の決定方針等 

    保険料の支払については、通常の保険契約に基づき保険料の決定を行っております。 

  

 (企業結合等関係) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日) 

１株当たり純資産額 594円73銭 578円76銭

１株当たり当期純利益 8円59銭 9円31銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないため、

記載しておりません。 

 

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
 

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。 

 

 

 

 
 

 （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。 

 

― 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度 

(平成19年１月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年１月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 12,720 12,380

普通株式に係る純資産額(百万円) 12,703 12,362

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連
結会計年度末の純資産額との差額の主な内訳 

少数株主持分(百万円) 16 17

普通株式の発行済株式数(株) 21,458,740 21,458,740

普通株式の自己株式数(株) 97,934 98,024

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株) 

21,360,806 21,360,716
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２ １株当たり当期純利益 

項目 
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)

当連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日)

当期純利益(百万円) 183 198

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 183 198

普通株式の期中平均株式数(株) 21,360,806 21,360,730

 
 

(重要な後発事象) 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 

事業の種類別セグメント 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

封筒事業 20,626 2.4 

メーリングサービス事業 2,279 0.7 

その他の事業 1,514 3.1 

合計 24,421 2.3 

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 

事業の種類別セグメント 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

封筒事業 20,969 3.3 1,037 8.3 

メーリングサービス事業 2,988 13.6 87 △39.1 

合計 23,958 4.5 1,125 2.1 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他の事業については、子会社が主として見込生産であるため、「受注高」及び「受注残

高」の記載を省略しております。 

 

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 

事業の種類別セグメント 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

封筒事業 20,890 2.6 

メーリングサービス事業 3,044 13.2 

その他の事業 2,059 △4.1 

合計 25,994 3.1 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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６．個別財務諸表 

 

(1) 貸借対照表 

 
第57期 

（平成19年１月31日） 
第58期 

（平成20年１月31日） 
対前年比

区分 
金額 

（百万円） 
構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

増減 
（百万円）

 （資産の部）   

 Ⅰ 流動資産   

    現金及び預金 2,105 2,868  763

    受取手形 696 594  △102

    売掛金 3,189 3,209  19

    商品 24 38  13

    製品 554 536  △18

    原材料 285 287  2

    仕掛品 198 238  39

    貯蔵品 28 48  20

    前払費用 36 53  17

    預け金 303 312  9

    信託受益権 694 721  27

    繰延税金資産 288 376  88

    その他 175 194  18

    貸倒引当金 △41 △7  34

    流動資産合計 8,539 38.8 9,473 42.9 934

 Ⅱ 固定資産   

    有形固定資産   

     建物 6,928 6,918   

     減価償却累計額  4,517 2,411  4,670 2,247  △164

     構築物 457 460   

     減価償却累計額  308 148  322 137  △10

     機械及び装置 17,046 17,174   

     減価償却累計額 14,180 2,866  14,534 2,639  △226

     車両運搬具 167 160   

     減価償却累計額  152 15  146 13  △1

     工具器具及び備品 1,044 1,021   

     減価償却累計額  898 146  891 129  △16

     土地 3,864 3,864  －

     建設仮勘定 43 130  87

有形固定資産合計 9,496 43.1 9,164 41.5 △331

    無形固定資産   

     のれん 54 36  △18

     借地権 13 －  △13

     ソフトウェア 202 114  △87

     電話加入権 14 14  －

     その他 1 0  △0

    無形固定資産合計 286 1.3 166 0.8 △119
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第57期 

（平成19年１月31日） 
第58期 

（平成20年１月31日） 
対前年比

区分 
金額 

（百万円） 
構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

増減 
（百万円）

    投資その他の資産   

     投資有価証券 2,301 1,830  △470

     関係会社株式 613 590  △22

     出資金 14 13  △0

     従業員長期貸付金 0 0  △0

     破産債権・更生債権等 77 78  1

     長期前払費用 35 32  △3

     敷金・差入保証金 494 517  22

     諸入会金 68 67  △1

     保険積立金 75 76  1

     繰延税金資産 147 182  34

     その他 13 9  △4

     貸倒引当金 △128 △129  △1

    投資その他の資産合計 3,713 16.8 3,269 14.8 △443

    固定資産合計 13,495 61.2 12,600 57.1 △894

    資産合計 22,034 100.0 22,074 100.0 39
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第57期 

（平成19年１月31日） 
第58期 

（平成20年１月31日） 
対前年比

区分 
金額 

（百万円） 

構成比

（％）
金額 

（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

 （負債の部）   

 Ⅰ 流動負債   

    支払手形 122 134  11

    買掛金 2,556 2,872  315

    短期借入金 1,900 1,750  △150

    １年内返済予定長期借入金 1,091 1,291  199

    未払金 452 566  114

    未払費用 331 343  11

    未払法人税等 61 306  244

    未払消費税等 65 74  9

    前受金 14 32  18

    預り金 110 105  △5

    役員賞与引当金 21 －  △21

    賞与引当金 606 606  0

    設備関係支払手形 60 123  63

    その他 0 0  －

    流動負債合計 7,394 33.5 8,207 37.2 813

 Ⅱ 固定負債   

    長期借入金 1,249 870  △379

    退職給付引当金 426 349  △77

    役員退職慰労引当金 321 309  △12

    その他 22 22  △0

    固定負債合計 2,021 9.2 1,551 7.0 △469

    負債合計 9,415 42.7 9,759 44.2 344

 （純資産の部）   

 Ⅰ 株主資本   

    資本金 1,197 5.4 1,197 5.4 －

    資本剰余金   

     資本準備金 1,363 1,363   

    資本剰余金合計 1,363 6.2 1,363 6.2 －

    利益剰余金   

     利益準備金 299 299   

     その他利益剰余金   

      特別償却準備金 3 0   

      別途積立金 8,810 8,810   

      繰越利益剰余金 450 516   

    利益剰余金合計 9,562 43.4 9,626 43.6 63

    自己株式 △24 △0.1 △24 △0.1 △0

    株主資本合計 12,099 54.9 12,162 55.1 63

 Ⅱ 評価・換算差額等   

    その他有価証券評価差額金 520 2.4 151 0.7 △368

  評価・換算差額等合計 520 2.4 151 0.7 △368

    純資産合計 12,619 57.3 12,314 55.8 △304

    負債及び純資産合計 22,034 100.0 22,074 100.0 39
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(2) 損益計算書 

 

第57期 

（自 平成18年２月１日  

 至 平成19年１月31日） 

第58期 

（自 平成19年２月１日  

 至 平成20年１月31日） 

対前年比

区分 
金額 

（百万円） 

百分比

（％）

金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

増減 

（百万円）

Ⅰ 売上高 23,247 100.0 24,066 100.0 818

Ⅱ 売上原価   

   期首製品たな卸高 528 554   

   当期製品製造原価 16,174 16,483   

   期末製品たな卸高  554  536   

   期首商品たな卸高 31 24   

   当期商品仕入高 2,022 2,082   

   期末商品たな卸高  24 18,178 78.2  38 18,569 77.2 391

   売上総利益 5,068 21.8 5,496 22.8 427

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

   運搬費及び荷造包装費 820 868   

   保管料 69 67   

   役員報酬 160 164   

   給与 1,504 1,563   

   賞与 231 254   

   役員賞与引当金繰入額 21 －   

   賞与引当金繰入額 235 238   

   法定福利費 261 272   

   企業年金基金掛金 3 3   

   退職給付費用 100 113   

   役員退職慰労引当金繰入額 27 27   

   旅費交通費 99 111   

   地代家賃 333 350   

   支払手数料 126 121   

   減価償却費 179 173   

   貸倒引当金繰入額 2 6   

   その他 487 4,665 20.1 564 4,903 20.3 237

   営業利益 403 1.7 592 2.5 189

Ⅳ 営業外収益   

   受取利息 0 0   

   有価証券利息 18 33   

   受取配当金 30 27   

   受取賃貸料 22 21   

   役員積立保険満期返戻金 11 －   

   雑収入 44 127 0.5 87 170 0.7 42

Ⅴ 営業外費用   

   支払利息 39 50   

   手形売却損 4 7   

   賃貸費用 5 －   

   雑損失 14 64 0.2 22 80 0.4 16

   経常利益 466 2.0 682 2.8 216
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第57期 

（自 平成18年２月１日  

 至 平成19年１月31日） 

第58期 

（自 平成19年２月１日  

 至 平成20年１月31日） 

対前年比

区分 
金額 

（百万円） 

百分比

（％）

金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

増減 

（百万円）

Ⅵ 特別利益   

   固定資産売却益 0 －   

   貸倒引当金戻入益 6 25   

   投資有価証券売却益 － 200   

   ゴルフ会員権返還益 2 －   

   移転補償金 － 9 0.0 127 353 1.5 344

Ⅶ 特別損失   

   固定資産売却損 0 －   

   固定資産除却損 26 98   

   減損損失 － 28   

   ゴルフ会員権評価損 8 －   

   厚生年金基金代行返上損 1 －   

   投資有価証券評価損 － 160   

   関係会社株式評価損 － 36 0.2 23 310 1.3 273

   税引前当期純利益 438 1.8 726 3.0 287

   法人税、住民税及び事業税 162 362   

   法人税等調整額 115 278 1.2 129 491 2.0 213

   当期純利益 160 0.6 234 1.0 74
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(3) 株主資本等変動計算書 

第57期(自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日) 

 

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(百万円) 

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(百万円) 

― ― ― △10 500 △515 ― △26 7 △18

平成19年１月31日 
残高(百万円) 

1,197 1,363 299 3 8,810 450 △24 12,099 520 12,619

 
 

第58期(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

 

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(百万円) 

1,197 1,363 299 3 8,810 450 △24 12,099 520 12,619

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当   △170 △170  △170

 当期純利益   234 234  234

 特別償却準備金の 
 取崩し 

  △2 2 ―  ―

 自己株式の取得   △0 △0  △0

 株主資本以外の 
 項目の事業年度中 
 の変動額(純額) 

   △368 △368

事業年度中の 
変動額合計(百万円) 

― ― ― △2 ― 66 △0 63 △368 △304

平成20年１月31日 
残高(百万円) 

1,197 1,363 299 0 8,810 516 △24 12,162 151 12,314
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重要な会計方針 

 

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日までの取得建物（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 

   

なお、上記「固定資産の減価償却の方法（1）有形固定資産」以外は、 近の有価証券報告書（平成

19年４月26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。 

 

重要な会計方針の変更 

（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

後取得の有形固定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。 

この変更により減価償却費が９百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ９百万円減少しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第57期 
(平成19年１月31日) 

第58期 
(平成20年１月31日) 

※１ 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

 

※１ 担保資産 

  (1) 流動資産 

    担保提供資産 

預け金 312百万円

    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 

312百万円

 
  

  (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 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
 

  (2) 固定資産 

    担保提供資産 

建物 1,851百万円

構築物 17百万円

機械及び装置 2,167百万円

土地 2,205百万円

合計 6,242百万円

     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 1,800百万円

構築物 17百万円

機械及び装置 2,167百万円

土地 2,136百万円

合計 6,121百万円
 

    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 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
 

    担保資産に対応する債務 

短期借入金 735百万円

長期借入金 1,161百万円

(１年以内返済予定額を含む) 

合計 1,896百万円

     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 550百万円

長期借入金 986百万円

(１年以内返済予定額を含む) 

合計 1,536百万円
 

 ２ 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 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 27百万円
 

  

  (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
 

  (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。

 27百万円
 

  

  (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

  

  (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 

312百万円
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(損益計算書関係) 

 

第57期 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

第58期 
(自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日) 

※１ 固定資産売却益は、機械及び装置の売却によるも

のであります。 

※１          ― 

  

※２ 固定資産売却損は、機械及び装置の売却によるも

のであります。 

※２          ― 

  

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 9百万円

機械及び装置 13百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 4百万円

計 26百万円
 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 48百万円

構築物 0百万円

機械及び装置 11百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 4百万円

建設仮勘定 1百万円

借地権 13百万円

ソフトウェア 18百万円

計 98百万円
 

  

※４ 賃貸費用のうちには、減価償却費５百万円が含ま

れております。 

※４ 賃貸費用のうちには、減価償却費３百万円が含ま

れております。 

 

※５ 関係会社に係る注記 

   各科目に含まれている、関係会社に対するものは

次のとおりであります。 

受取配当金 3百万円

受取賃貸料 7百万円
 

※５ 関係会社に係る注記 

   各科目に含まれている、関係会社に対するものは

次のとおりであります。 

受取配当金 3百万円

受取賃貸料 7百万円
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(株主資本等変動計算書関係) 

第57期（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。 

 

第58期（自 平成19年２月１日 至 平成20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） 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りによるものであります。 
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 (有価証券関係) 

第57期(平成19年１月31日) 

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。 

第58期(平成20年１月31日) 

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。 

 

(税効果会計関係) 

 

第57期 
(平成19年１月31日) 

第58期 
(平成20年１月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

   繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 25百万円

 賞与引当金損金算入限度超過額 246百万円

 未払社会保険料 28百万円

未払事業税 8百万円

 役員退職慰労引当金繰入額否認 130百万円

 退職給付引当金 173百万円

 投資有価証券評価損 55百万円

 ゴルフ会員権評価損 41百万円

 減損損失 161百万円

 その他 54百万円

 評価性引当額 △112百万円

 繰延税金資産合計 812百万円

 

繰延税金負債 

 特別償却準備金 2百万円

 その他有価証券評価差額金 374百万円

 繰延税金負債合計 376百万円

 

繰延税金資産の純額 436百万円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

   繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 17百万円

 賞与引当金 246百万円

 未払社会保険料 28百万円

未払事業税 26百万円

 役員退職慰労引当金 125百万円

 退職給付引当金 142百万円

 投資有価証券評価損 80百万円

 ゴルフ会員権評価損 41百万円

 減損損失 148百万円

 その他 81百万円

 評価性引当額 △256百万円

 繰延税金資産合計 682百万円

 

繰延税金負債 

 特別償却準備金 0百万円

 その他有価証券評価差額金 122百万円

 繰延税金負債合計 122百万円

 

繰延税金資産の純額 559百万円
  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

 (調整) 

  交際費等永久に損金に算入 
  されない項目 

6.1％

  受取配当金等永久に益金に 
  算入されない項目 

△1.4％

  住民税均等割 5.8％

役員賞与引当金繰入額   1.9％

評価性引当額の増加 9.2％

  その他 1.2％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

63.4％

   

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

 (調整) 

  交際費等永久に損金に算入 
  されない項目 

3.1％

  受取配当金等永久に益金に 
  算入されない項目 

△0.7％

  住民税均等割 2.6％

評価性引当額の増加 22.0％

  その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

67.7％
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(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 

 

項目 
第57期 

(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

第58期 
(自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日) 

１株当たり純資産額 590円76銭 576円51銭

１株当たり当期純利益 7円51銭 10円99銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないため、

記載しておりません。 

 

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。 

第56期 

１株当たり純資産額 590円65銭

１株当たり当期純利益 38円45銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないため、

記載しておりません。 

 

 

 

 
 

 （追加情報） 

当期から、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。 

 

― 

 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
第57期 

(平成19年１月31日) 
第58期 

(平成20年１月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 12,619 12,314 

普通株式に係る純資産額(百万円) 12,619 12,314 

普通株式の発行済株式数(株) 21,458,740 21,458,740 

普通株式の自己株式数(株) 97,934 98,024 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株) 

21,360,806 21,360,716 
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２ １株当たり当期純利益 

項目 
第57期 

(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日)

第58期 
(自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日)

当期純利益(百万円) 160 234 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 160 234 

普通株式の期中平均株式数(株) 21,360,806 21,360,730 
 
 

(重要な後発事象) 

第57期(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。 

 

第58期(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

該当事項はありません。 
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７．役員の異動  

 
 平成２０年４月２３日開催の定時株主総会において選任される予定です。 
 

１．退任予定監査役 

現 氏   名 

監 査 役 （ 非 常 勤 ） 
つちやま   としお 
土 山  淑 郎 

 
 

２．新任予定監査役 

新 氏   名 現 

監 査 役 （ 非 常 勤 ） 
うえだ      むねあき 
上 田  宗 央 

㈱プロフェッショナルバンク 
代表取締役会長 

監 査 役 （ 非 常 勤 ） 
やまだ       ひろゆき 
山 田  拓 幸 山田公認会計士事務所代表 

 

 

以上 




