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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 58,114 5.1 4,012 19.2 4,443 22.8 2,416 16.9
20年3月期第1四半期 55,301 0.9 3,367 △17.6 3,619 △15.5 2,067 △13.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 21.77 ―

20年3月期第1四半期 18.14 18.14

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

21年3月期第1四半期 179,225 130,297 72.6 1,172.49
20年3月期 185,237 129,263 69.7 1,162.99

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  130,142百万円 20年3月期  129,088百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 12.50 ― 12.50 25.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 116,000 4.3 7,600 13.4 8,000 9.3 4,600 12.2 41.44
通期 240,000 5.0 16,700 10.0 17,500 8.4 10,300 17.7 92.80

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

簡便な会計処理等の適用の具体的内容は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 （２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計
処理の適用をご覧下さい。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

会計基準等の改正に伴う変更の具体的内容は、３ページ定性的情報・財務諸表等 ４.その他 （３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示
方法等の変更をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
14号）を適用しております。また、四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．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およ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および業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、および業績予想の具
体的内容は、３ページ【定性的情報・財務諸表】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  115,000,000株 20年3月期  115,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,003,154株 20年3月期  4,003,154株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  110,996,846株 20年3月期第1四半期  113,986,720株
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,725 27,859

受取手形及び売掛金 42,118 43,343

有価証券 2,436 2,434

商品 2,852 2,662

製品 8,503 8,115

原材料 2,473 2,272

仕掛品 1,046 996

繰延税金資産 1,211 2,016

その他 4,600 3,813

貸倒引当金 △147 △157

流動資産合計 87,821 93,355

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 46,535 46,477

減価償却累計額 △21,447 △21,138

建物及び構築物（純額） 25,087 25,339

機械装置及び運搬具 68,715 68,273

減価償却累計額 △52,097 △51,446

機械装置及び運搬具（純額） 16,618 16,826

工具、器具及び備品 10,724 11,024

減価償却累計額 △9,019 △9,219

工具、器具及び備品（純額） 1,704 1,804

土地 20,786 20,794

建設仮勘定 1,674 1,561

有形固定資産合計 65,872 66,326

無形固定資産   

のれん 21 41

その他 2,145 2,201

無形固定資産合計 2,167 2,242

投資その他の資産   

投資有価証券 14,387 13,897

繰延税金資産 636 1,014

その他 8,383 8,472

貸倒引当金 △43 △71

投資その他の資産合計 23,364 23,312

固定資産合計 91,403 91,881

資産合計 179,225 185,237
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,131 33,808

短期借入金 447 525

設備関係支払手形 2,067 2,606

未払法人税等 443 2,644

賞与引当金 2,240 3,968

役員賞与引当金 21 67

その他 11,938 9,353

流動負債合計 46,290 52,974

固定負債   

長期借入金 100 100

退職給付引当金 1,853 1,953

役員退職慰労引当金 293 598

繰延税金負債 215 174

その他 175 172

固定負債合計 2,637 2,999

負債合計 48,928 55,973

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,750 11,750

資本剰余金 9,270 9,270

利益剰余金 112,802 111,784

自己株式 △4,916 △4,916

株主資本合計 128,906 127,888

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,576 1,213

為替換算調整勘定 △341 △13

評価・換算差額等合計 1,235 1,200

新株予約権 81 71

少数株主持分 73 103

純資産合計 130,297 129,263

負債純資産合計 179,225 185,237
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 58,114

売上原価 44,461

売上総利益 13,653

販売費及び一般管理費 9,641

営業利益 4,012

営業外収益  

受取利息 51

受取配当金 203

負ののれん償却額 18

持分法による投資利益 10

受取技術料 137

その他 79

営業外収益合計 500

営業外費用  

支払利息 6

為替差損 53

その他 8

営業外費用合計 69

経常利益 4,443

特別利益  

固定資産売却益 0

その他 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産除却損 33

たな卸資産評価損 102

その他 17

特別損失合計 154

税金等調整前四半期純利益 4,289

法人税、住民税及び事業税 884

法人税等調整額 987

法人税等合計 1,872

少数株主利益 0

四半期純利益 2,416
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 4,289

減価償却費 1,855

固定資産除却損 33

固定資産売却損益（△は益） △0

負ののれん償却額 △18

投資有価証券売却損益（△は益） 13

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,717

受取利息及び受取配当金 △254

支払利息 6

保険返戻金 △2

持分法による投資損益（△は益） △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △99

売上債権の増減額（△は増加） 1,083

たな卸資産の増減額（△は増加） △850

仕入債務の増減額（△は減少） △4,459

未払消費税等の増減額（△は減少） 386

その他 1,755

小計 1,938

利息及び配当金の受取額 289

利息の支払額 △6

法人税等の支払額 △3,110

営業活動によるキャッシュ・フロー △889

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △4

有形固定資産の取得による支出 △2,770

有形固定資産の売却による収入 2

投資有価証券の取得による支出 △269

投資有価証券の売却及び償還による収入 221

貸付金の回収による収入 2

その他の支出 △4

その他の収入 86

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,736
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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（△は減少） △34

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13

配当金の支払額 △1,387

少数株主への配当金の支払額 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,437

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,131

現金及び現金同等物の期首残高 29,928

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,797
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

 
印刷事業
（百万円）

商品事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 45,663 12,451 58,114 ― 58,114

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高
112 370 483 (483) ―

計 45,776 12,822 58,598 (483) 58,114

営業利益 3,920 484 4,404 (391) 4,012

　（注) １　事業区分は製品の種類別区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1) 印刷事業…………印刷、加工の製造設備をもって生産される各種製品

(2) 商品事業…………商品販売業、機器販売業、用役サービス他

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は391百万円であります。その主なもの

は、当社の本社総務部門、経理部門及び情報システム部門等に係る費用であります。

４．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「定性的情報・財務諸表等」４．（２） ２．に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。この変更に

伴う営業利益への影響は軽微であります。

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　「定性的情報・財務諸表等」４．（２） ３．に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「連結財

務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17

日）を適用しております。この変更に伴う営業利益への影響はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

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

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年６月27日の定時株主総会の決議により剰余金の配当をおこなっております。

 
（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 配当の原資

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 1,387 12.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

科目

前年同四半期

（平成20年３月期第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 55,301

Ⅱ　売上原価 42,573

売上総利益 12,728

Ⅲ　販売費及び一般管理費 9,361

営業利益 3,367

Ⅳ　営業外収益 279

1 受取利息 32

2 受取配当金 5

3 積立保険返戻金 1

4 持分法による投資利益 41

5 特許料収入 128

6 その他 69

Ⅴ　営業外費用 27

1 支払利息 9

2 為替差損 13

3 その他 3

経常利益 3,619

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 21

1 固定資産売却損 0

2 固定資産除却損 10

3 投資有価証券売却損 8

4 その他 1

税金等調整前四半期純利益 3,597

法人税、住民税及び事業税 738

法人税等調整額 786

少数株主利益 4

四半期純利益 2,067
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前当期純利益 3,597

２ 減価償却費 1,512

３ 貸倒引当金の純増減額 △1

４ 受取利息及び受取配当金 △37

５ 支払利息 9

６ 積立保険返戻金 △1

７ 持分法による投資利益 △41

８ 投資有価証券売却損 8

９ 固定資産売却損 0

10 固定資産除却損 10

11 賞与引当金の増減額 △1,613

12 退職給付引当金の増減額 △132

13 売上債権の増減額 △924

14 たな卸資産の増減額 △537

15 仕入債務の増減額 △427

16 未払消費税等の増減額 380

17 役員賞与引当金の増減額 13

18 その他 1,178

小計 2,995

19 利息及び配当金の受取額 19

20 利息の支払額 △8

21 法人税等の支払額 △3,405

営業活動によるキャッシュ・フロー △398

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 定期預金の預入 △410

２ 有形固定資産の取得による支出 △2,123

３ 有形固定資産の売却による収入 0

４ 投資有価証券の取得による支出 △1,214

５ 投資有価証券の売却及び償還による収入 1

６ 貸付金の実行による支出 △6

７ 貸付金の回収による収入 1

８ その他の投資活動による支出 △250

９ その他の投資活動による収入 487

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,514
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前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

区分 金額（百万円）

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減額 26

２ ファイナンス・リース債務返済による支出 △15

３ 自己株式の売却による収入 10

４ 配当金支払額 △1,481

５ 少数株主への配当金支払額 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,466

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △3

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △5,382

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 34,791

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 29,408
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

 
印刷事業
（百万円）

商品事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 43,237 12,063 55,301 ― 55,301

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高
107 390 497 (497) ―

計 43,345 12,453 55,798 (497) 55,301

営業費用 39,651 12,281 51,932 1 51,934

営業利益 3,694 172 3,866 (499) 3,367

　（注) １　事業区分は製品の種類別区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1) 印刷事業…………印刷、加工の製造設備をもって生産される各種製品

(2) 商品事業…………商品販売業、機器販売業、用役サービス他

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は499百万円であります。その主なもの

は、当社の本社総務部門、経理部門及び情報システム部門等に係る費用であります。

４　前連結会計年度まで「その他の事業」としていた事業区分を「商品事業」に名称変更しております。これに

よる内容及び金額の変更はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

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