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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 11,324 ― 133 ― 226 ― 20 ―
20年3月期第1四半期 9,193 △0.2 △85 ― △3 ― △28 ―

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 0.37 ―
20年3月期第1四半期 △0.49 ―

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 46,639 19,289 40.2 330.54
20年3月期 47,146 19,280 39.8 330.62

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  18,742百万円 20年3月期  18,746百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 3.00 6.00

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 23,500 2.6 60 ― 150 162.7 △60 ― △1.06
通期 51,500 2.3 1,300 15.6 1,350 11.6 500 44.1 8.82

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  

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。]  

(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） 

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)平成20年５月９日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によ
り予想数値が異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想に関する注記事項等につきましては、３ページ「定性的情報・財務諸表等３．連結
業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
(2)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。  

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 有

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  61,588,589株 20年3月期  61,588,589株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,887,172株 20年3月期  4,886,333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  56,702,020株 20年3月期第1四半期  57,822,645株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
  当第１四半期におけるわが国経済は、原材料価格の高騰により企業収益に陰りが見え始め、設備投資の停滞

など景気に減速感が高まってきました。また個人消費は物価上昇に伴う実質所得の減少等を背景として弱含み

に推移いたしました。 

　このような状況のもと、当社グループの当第１四半期の売上高は、昨年第２四半期以降に新規連結した日本

通信紙株式会社のフル寄与等により、前年同期比23.2％増の１１３億２４百万円となりました。

　一方利益面では、競争の激化や原材料価格高騰等の影響もありましたが、付加価値の高い受注や製品の販売

に注力し、原価率は若干低下しました。また販売費及び一般管理費は連結子会社の増加に伴い前年同期比増加

しましたが、荷造運賃をはじめ経費削減に努めました結果、売上高に対する比率は低下しました。この結果、

営業利益は売上高の大幅増収もあって１億３３百万円（前年同期比2億19百万円増）、経常利益は２億２６百万

円（前年同期比2億29百万円増）となりました。

　また、特別利益として貸倒引当金戻入額３７百万円、特別損失として「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）が適用されたことに伴う棚卸資産評価損６４百万円の他、合計で７３

百万円を計上いたしました結果、税金等調整前四半期純利益は１億８９百万円（前年同期比2,324.8％増）とな

り、法人税等税負担調整後の当四半期純利益は２０百万円（前年同期比49百万円増）となりました。

　なお、セグメントの状況は以下のとおりです。

　［紙製品関連事業］

　受注生産を主体とする図書製本及び手帳の売上高は前年同期比7.5％減の８億３３百万円、受注高は１８億１

０百万円（前年同期比17.9％増）となりました。なお、図書製本におきましては、Ｗｅｂ製本サービス「フエ

ルファインブック」を今年３月より開始し、少部数製本の新たなユーザーの開拓に努めております。

　アルバム等日用紙製品につきましては、デジタル写真のニーズを鋭くとらえた商品やサービスの提供を心が

け、また毎日の生活がもっと楽しく、素敵になっていただけるような生活サポート文具を製品化、「クラッシ

モ」ブランドで展開しております。

  ビジネスフォームの分野では新規顧客の開拓を推進するとともに各種情報処理サービスの一層の拡充に努め

ました。また前期より新たに連結子会社となった日本通信紙株式会社の業績も順調に推移しました。この結果、

アルバム等日用紙製品及びビジネスフォームの売上高は７０億８２百万円（前年同期比49.4％増）となり、図

書製本及び手帳を合わせ当事業の売上高は７９億１６百万円（前年同期比40.3％増）となりました。

　利益面におきましては、原材料価格の高騰などの影響もありましたが、付加価値の高い受注や製品の販売に

注力し、原価率はほぼ横ばいで推移し、売上高の大幅増収により、営業利益は３億８百万円（前年同期比62.5

％増）と大幅増益となりました。

   [事務機器関連事業]

　大型シュレッダは順調に推移しましたが、中・小型シュレッダは市場の一服感もあり低調に推移しました。

また子会社のリーマン株式会社が手掛けるチャイルドシートは順調に推移いたしましたが、コンピュータ周辺

機器、オフィスファニチャー、樹脂製収納用品は、原材料価格等の影響により商品構成の見直しを実施したた

め売上は縮小しました。この結果、当事業の売上高は３３億８９百万円（前年同期比3.9％減）となりました。

　利益面におきましては、商品構成の見直し等により付加価値の高い商品の販売に注力した結果、原価率は低

下し、また経費削減に努め販管費が減少したことから営業利益は１億３５百万円（前年同期比1,395.4％増）と

大幅増益となりました。

   [その他の事業]

　連結子会社の日達物流が営む貨物運送事業等は、売上高が１８百万円（前年同期比26.8％減）となりました

が、原価率の低下、販管費の減少により営業利益は１３百万円（前年同期比24.6％増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて３.６％減少し、２０９億７８百万円となりました。これは現金及び

預金が５億７３百万円、仕掛品が２億５６百万円それぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金が１６億４４

百万円減少したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて１.１％増加し、２５６億６１百万円となりました。これは工具・器

具・備品が１億１０百万円、投資有価証券が３億２３百万円それぞれ増加し、繰延税金資産が１億１６百万円

減少したことなどによります。

　この結果、当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べて１.１％減少し、４６６億３９百万円となり

ました。
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（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて１４．９％減少し、１５６億５７百万円となりました。これは短期

借入金が４億９７百万円増加しましたが、１年内償還予定の社債が３０億円減少したことなどによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて２３．４％増加し、１１６億９３百万円となりました。これは、長

期借入金が２２億５百万円増加したことなどによります。

　この結果、当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて１.８％減少し、２７３億５０百万円と

なりました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて微増の１９２億８９百万円となりました。これはその他有価証券

評価差額金が１億８５百万円増加し、利益剰余金が１億４９百万円減少したことなどによります。

　この結果、当第１四半期末の自己資本比率は４０.２％となり、前連結会計年度末に比べて０.４ポイント上

昇いたしました。

（キャッシュ・フローについて）

　当第１四半期末における営業活動によるキャッシュ・フローは、１３億８百万円の収入（前年同期比51.0％

収入増）となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益１億８９百万円、減価償却費３億３９百万円、

売上債権の減少額１６億３６百万円、たな卸資産の増加額４億６８百万円、仕入債務の減少額１億４９百万円、

役員退職慰労引当金の減少額２億６５百万円等であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、２億７７百万円の支出（前年同期比67.5％支出減）となりました。

主な内訳は、有形固定資産の取得による支出２億４８百万円、無形固定資産の取得による支出３５百万円、定

期預金の払戻による収入１０百万円等であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、４億４２百万円の支出（前年同期比37.9％支出減）となりました。

主な内訳は、長期借入れによる収入３２億円、長期借入金の返済による支出８億３６百万円、社債の償還によ

る支出３０億円、短期借入金の増加額３億６４百万円等であります。

　この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて５億８３百万円の増加となり、

４１億１０百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
　第１四半期の業績につきましては、概ね計画どおり推移しており、平成20年５月９日発表時の業績予想の修

正は行っておりません。

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)

該当事項はありません。

(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

固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。

(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

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会

計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益及び経常利益が14百万円、税金

等調整前四半期純利益が78百万円それぞれ減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年

１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間か

ら早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引の内、重要な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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更してお

ります。
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　 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方

法によっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

④「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」（企業会計基準委員会 平成

18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

⑤当第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直

しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。

　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。
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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 4,171 3,598

受取手形及び売掛金 9,120 10,765

有価証券 1 －

商品及び製品 4,591 4,579

仕掛品 1,026 769

原材料及び貯蔵品 1,342 1,151

その他 768 970

貸倒引当金 △44 △80

流動資産合計 20,978 21,753

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,449 6,521

土地 11,130 11,130

その他 3,899 3,799

有形固定資産合計 21,479 21,451

無形固定資産

のれん 106 116

その他 190 144

無形固定資産合計 296 260

投資その他の資産

その他 3,946 3,741

貸倒引当金 △59 △61

投資その他の資産合計 3,886 3,680

固定資産合計 25,661 25,392

資産合計 46,639 47,146
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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 7,217 7,371

短期借入金 4,256 3,759

未払法人税等 48 273

賞与引当金 380 503

役員賞与引当金 － 8

その他 3,753 6,474

流動負債合計 15,657 18,391

固定負債

長期借入金 8,161 5,955

退職給付引当金 3,070 3,050

役員退職慰労引当金 28 294

その他 433 175

固定負債合計 11,693 9,475

負債合計 27,350 27,866

純資産の部

株主資本

資本金 6,666 6,666

資本剰余金 8,740 8,740

利益剰余金 3,511 3,660

自己株式 △1,160 △1,160

株主資本合計 17,757 17,907

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 927 742

繰延ヘッジ損益 △13 －

為替換算調整勘定 70 97

評価・換算差額等合計 984 839

少数株主持分 546 533

純資産合計 19,289 19,280

負債純資産合計 46,639 47,146
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(2) 四半期連結損益計算書

(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)

売上高 11,324

売上原価 8,178

売上総利益 3,145

販売費及び一般管理費 3,011

営業利益 133

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 32

有価証券売却益 0

受取保険金 74

その他 89

営業外収益合計 197

営業外費用

支払利息 57

その他 47

営業外費用合計 105

経常利益 226

特別利益

貸倒引当金戻入額 37

その他 0

特別利益合計 37

特別損失

固定資産処分損 7

たな卸資産評価損 64

その他 1

特別損失合計 73

税金等調整前四半期純利益 189

法人税、住民税及び事業税 51

法人税等調整額 109

法人税等合計 160

少数株主利益 7

四半期純利益 20
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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 189

減価償却費 339

のれん償却額 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37

受取利息及び受取配当金 △33

支払利息 57

売上債権の増減額（△は増加） 1,636

たな卸資産の増減額（△は増加） △468

仕入債務の増減額（△は減少） △149

賞与引当金の増減額（△は減少） △123

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △265

有価証券売却損益（△は益） △0

有形固定資産処分損益（△は益） 7

未払消費税等の増減額（△は減少） 2

その他 432

小計 1,610

利息及び配当金の受取額 33

利息の支払額 △83

法人税等の支払額 △251

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売買による収支（純額） 0

有形固定資産の取得による支出 △248

有形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △2

無形固定資産の取得による支出 △35

定期預金の預入による支出 △0

定期預金の払戻による収入 10

短期貸付金の増減額（△は増加） △1

その他 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △277
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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

長期借入れによる収入 3,200

長期借入金の返済による支出 △836

社債の償還による支出 △3,000

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △170

短期借入金の純増減額（△は減少） 364

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △442

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 583

現金及び現金同等物の期首残高 3,527

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,110
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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

　【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 (自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

紙製品
関連事業
(百万円)

事務機器
関連事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

　売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

7,916 3,389 18 11,324 ─ 11,324

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3 52 358 414 (414) ―

計 7,920 3,442 376 11,738 (414) 11,324

営業費用 7,611 3,306 362 11,280 (89) 11,190

営業利益 308 135 13 458 (324) 133

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各事業の主な製品

　(1) 紙製品関連事業………図書製本・手帳・アルバム等日用紙製品の製造販売

(2) 事務機器関連事業……ＯＡデスク・レターケース等鋼製事務機・コンピュータ用品・オフィス家具・チャイ

ルドシート等の製造販売

　(3) その他事業……………貨物自動車運送事業・同取扱事業

３ 「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」に記載の通り、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企

業会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　この結果、この変更に伴い、「紙製品関連事業」の営業利益が８百万円、また、「事務機器関連事業」の営業

利益が６百万円、それぞれ減少しております。

【所在地別セグメント情報】

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)

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略し

ております。

【海外売上高】

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)

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため、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

該当事項はありません。
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「参考資料」

(1)  (要約) 四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

金額

Ⅰ 売上高 9,193

Ⅱ 売上原価 6,674

　 売上総利益 2,518

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,604

　 営業損失 △85

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息及び配当金 35

　2. 雑収入 139

　 営業外収益合計 174

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 54

　2. 雑支出 38

　 営業外費用合計 92

　 経常損失 △3

Ⅵ 特別利益

　1. 固定資産売却益 0

　2. 貸倒引当金戻入額 11

　 特別利益合計 12

Ⅶ 特別損失

　1. 固定資産処分損 1

　 特別損失合計 1

　 税金等調整前四半期純利益 7

　    法人税、住民税及び事業税 43

　 少数株主損失 △7

　 四半期純損失 △28
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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

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

区分 金額

Ⅰ 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 7

　 減価償却費 294

　 のれんの償却額 11

　 貸倒引当金の増減額(△は減少) △10

　 賞与引当金の増減額(△は減少) △177

　 役員賞与引当金の増減額(△は減少) △7

　 退職給付引当金の減少額 △13

　 受取利息及び受取配当金 △35

　 支払利息 54

　 有価証券売却損益等 △3

　 有形固定資産処分損益等 0

　 売上債権の減少額 1,923

　 たな卸資産の増加額 △653

　 仕入債務の減少額 △447

　 未払消費税等の増減額(△は減少) 17

　 その他 83

　 小計 1,044

　 利息及び配当金の受取額 35

　 利息の支払額 △80

　 法人税等の支払額 △132

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 866

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 有価証券の売買による収支（純額） 3

　 有形固定資産の取得による支出 △229

　 有形固定資産の売却による収入 2

　 無形固定資産の取得による支出 △27

　 投資有価証券の取得による支出 △47

　 子会社株式取得による支出 △533

　 短期貸付支出回収による収支（純額） 1

　 その他 △21

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △852

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入金による増減（純額） △621

　 長期借入金の借入による収入 800

　 長期借入金の返済による支出 △716

　 配当金の支払額 △173

　 自己株式の取得による支出 △0

　 その他 △0

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △712

Ⅳ 現金及び現金同等物に係わる換算差額 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △698

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,226

Ⅶ 現金及び現金同等物の

　 四半期末残高
2,528
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  (3)セグメント情報

　【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 (自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

紙 製 品
関連事業
(百万円)

事務機器
関連事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1)外部顧客に
    対する売上高

5,641 3,526 24 9,193 ─ 9,193

 (2)セグメント間の内部
    売上高又は振替高

8 53 408 470 (470) ─

計 5,650 3,580 433 9,664 (470) 9,193

営業費用 5,460 3,571 422 9,453 (174) 9,278

営業利益 190 9 11 210 (295) △85

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各事業の主な製品

 (1) 紙製品関連事業………図書製本・手帳・アルバム等日用紙製品の製造販売

(2) 事務機器関連事業……ＯＡデスク・レターケース等鋼製事務機・コンピュータ用品・オフィス家具・チャイ

ルドシート等の製造販売

 (3) その他事業……………貨物自動車運送事業・同取扱事業

　【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30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、記載を省略しており

ます。

　【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 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、記載を省略しております。
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6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間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の名称 生産高(百万円)

紙製品関連事業 5,103

事務機器関連事業 1,533

合計 6,637

(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

当第１四半期連結会計期間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。

なお、受注生産は紙製品関連事業のうち図書製本、手帳及びビジネスフォーム部門のみで、他の紙製品

関連事業(日用紙製品)及び事務機器関連事業は見込み生産で、受注生産は僅少ですので記載を省略しま

した。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

紙製品関連事業 5,347 3,323

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 当第１四半期連結会計期間より紙製品関連事業にビジネスフォーム部門の受注高及び受注残高を含めております。

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間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の名称 販売高(百万円)

紙製品関連事業 7,916

事務機器関連事業 3,389

その他事業 18

合計 11,324

(注) １ 当第１四半期連結会計期間における相手先別の販売実績は、総販売実績に対する割合が100分の10未満の相手先

のみで、記載を省略しております。

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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