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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 10,978 ― 784 ― 773 ― 60 ―
20年3月期第1四半期 10,866 2.5 1,279 13.7 1,311 12.8 676 △31.4

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 4.89 ―
20年3月期第1四半期 54.17 54.17

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 47,563 28,761 54.0 2,059.20
20年3月期 49,264 29,924 54.2 2,137.85

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  25,695百万円 20年3月期  26,676百万円

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 13.00 ― 13.00 26.00

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 23,190 1.2 2,020 △5.5 2,010 △7.2 1,170 △21.5 93.76
通期 47,000 4.3 4,170 0.7 4,130 △0.3 2,360 9.4 189.12

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 
 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）を適用しています。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。 
 
 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。  

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  12,506,170株 20年3月期  12,506,170株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  27,819株 20年3月期  27,769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  12,478,376株 20年3月期第1四半期  12,478,998株



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、原油価格の高騰による原材料価格の上昇、米国のサブプライムローン問題の

影響による世界経済の減速、物価上昇による個人消費の低迷等により、先行きの不安感、不透明感が増してきている

状況です。

　このような経営環境ではありますが、当社としましては、一般向け紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）が堅調に推

移したことにより売上が増加しております。利益面では、競争激化により原料価格の高騰分を十分には販売価格に転

嫁できず収益を圧迫しました。

　 その結果、当第１四半期の連結業績については、売上高109億78百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益７億84

百万円（前年同期比38.7％減）、経常利益は７億73百万円（前年同期比41.0％減）、四半期純利益においては、イン

ドネシアの合弁会社、株式会社チマニートオカの外貨建て債務の評価替えの為替差損で、前年同四半期１億13百万円

が当四半期４億82百万円計上したことにより、60百万円（前年同期比91.0％減）と大幅に減少いたしました。

　　 事業の部門別の状況は概ね次のとおりであります。

　　 なお、事業の部門別の売上高及び営業利益はセグメント間の内部取引消去前の金額によっております。

　 ①　印刷インキ部門

　 　当部門におきましては、一般向け紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）が堅調に推移いたしました。

　　 この結果、売上高は103億61百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益は11億14百万円（前年同期比26.1％減）と

なりました。

　 ②　合成樹脂部門

　　 売上高は６億38百万円（前年同期比10.5％増）、営業利益は27百万円（前年同期比11.7％減）となりました。

　 ③　その他の部門

　　 売上高は14百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益は１百万円（前年同期比37.0％減）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

   (1）当第１四半期末の資産、負債、資本の状況

   　総資産は、前連結会計年度末に比べて17億円減少し、475億63百万円となりました。これは前連結会計年度末に

比べて現金及び預金が７億９百万円及び有形固定資産９億83百万円が減少したことが主な要因であります。

　   負債は、前連結会計年度末に比べて５億38百万円減少し、188億１百万円となりました。これは前連結会計年度

末に比べて未払法人税等が３億91百万円及び流動負債の引当金３億４百万円が減少したことが主な要因であります。

　　 純資産は、前連結会計年度末に比べて11億62百万円減少し、287億61百万円となりました。これは前連結会計年

度末に比べて為替換算調整勘定が10億61百万円減少したことが主な要因であります。

 

   (2）当第１四半期のキャッシュ・フローの概況

   （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　   当第１四半期の営業活動の結果得られた資金は２億64百万円となりました。

   　これは主に税金等調整前四半期純利益２億76百万円の計上、資金の支出を伴わない有形固定資産及び無形固定資

産の減価償却費３億79百万円の非資金項目による増加要因があった一方、法人税等の支払額６億30百万円による減

少要因を反映したものであります。

   （投資活動によるキャッシュ・フロー）

   　当第１四半期の投資活動の結果使用した資金は３億43百万円となりました。

   　これは主に大阪支店建設費用等の有形固定資産の取得による支出５億56百万円によるものです。

   （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　   当第１四半期の財務活動の結果使用した資金は43百万円となりました。

　   これは主に短期借入金の純増加額１億53百万円、配当金の支払額１億57百万円及び少数株主への配当金の支払額

96百万円を反映したものであります。

　   以上の結果、当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて７億８百万円減少し、

40億19百万円となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

   平成20年５月９日に公表した業績見通しの数字に変更はありませんが、インドネシアの合弁会社、株式会社チマ

ニートオカの為替の動向次第では、当期純利益が上下に変動する可能性があります。

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

（簡便な会計処理）

　①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

　れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

　②棚卸資産の評価方法

　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。

　③法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。

重要性が乏しい連結子会社については、税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に、前連結会計年度の

損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

　税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。な

お、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（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等の適用

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。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（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てお

ります。

③リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。なお、リース取引開始日がリース会計適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用して

おります。

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の適用

「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）を当第

１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ33百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は43百万円減少

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。 
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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 4,905 5,615

受取手形及び売掛金 14,994 15,441

有価証券 0 0

商品及び製品 3,631 3,565

仕掛品 372 426

原材料及び貯蔵品 2,365 2,301

その他 976 928

貸倒引当金 △68 △176

流動資産合計 27,177 28,103

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,853 13,857

機械装置及び運搬具 12,286 13,043

土地 5,913 6,110

その他 3,869 3,824

減価償却累計額 △18,265 △19,193

有形固定資産合計 16,657 17,641

無形固定資産   

のれん 18 20

その他 197 156

無形固定資産合計 216 176

投資その他の資産   

投資有価証券 2,529 2,339

その他 1,112 1,103

貸倒引当金 △130 △99

投資その他の資産合計 3,511 3,342

固定資産合計 20,386 21,160

資産合計 47,563 49,264



（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 9,189 9,112

短期借入金 4,575 4,534

1年内返済予定の長期借入金 48 48

1年内償還予定の社債 10 10

未払法人税等 282 674

引当金 279 583

その他 2,954 3,052

流動負債合計 17,339 18,015

固定負債   

社債 30 30

長期借入金 134 146

退職給付引当金 661 656

その他の引当金 382 372

その他 253 119

固定負債合計 1,462 1,325

負債合計 18,801 19,340

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,060 2,060

資本剰余金 2,059 2,059

利益剰余金 22,583 22,630

自己株式 △48 △48

株主資本合計 26,655 26,702

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 689 562

為替換算調整勘定 △1,649 △587

評価・換算差額等合計 △959 △25

少数株主持分 3,066 3,247

純資産合計 28,761 29,924

負債純資産合計 47,563 49,264



（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 10,978

売上原価 8,446

売上総利益 2,532

販売費及び一般管理費 1,747

営業利益 784

営業外収益  

受取利息 28

受取配当金 34

持分法による投資利益 3

その他 17

営業外収益合計 82

営業外費用  

支払利息 32

為替差損 46

その他 14

営業外費用合計 93

経常利益 773

特別利益  

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産売却損 1

為替差損 482

その他 14

特別損失合計 498

税金等調整前四半期純利益 276

法人税等合計 258

少数株主損失（△） △42

四半期純利益 60



（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 276

減価償却費 379

持分法による投資損益（△は益） △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） 33

受取利息及び受取配当金 △62

支払利息 32

有形固定資産売却損益（△は益） 0

その他の特別損益（△は益） 482

売上債権の増減額（△は増加） △333

たな卸資産の増減額（△は増加） △469

仕入債務の増減額（△は減少） 494

その他 35

小計 874

利息及び配当金の受取額 45

利息の支払額 △25

法人税等の支払額 △630

営業活動によるキャッシュ・フロー 264

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 △787

定期預金の払戻による収入 775

有価証券の売却による収入 0

有形固定資産の取得による支出 △556

有形固定資産の売却による収入 15

無形固定資産の取得による支出 △55

投資有価証券の取得による支出 △3

保険積立金の積立による支出 △13

その他 282

投資活動によるキャッシュ・フロー △343

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） 153

長期借入金の返済による支出 △12

少数株主からの払込みによる収入 67

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △157

少数株主への配当金の支払額 △96

その他 1

財務活動によるキャッシュ・フロー △43

現金及び現金同等物に係る換算差額 △586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △708

現金及び現金同等物の期首残高 4,728

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,019



　　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（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

インキ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益額に占める割合がいず

れも90％超であるため、記載を省略しております。

ｂ．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）

 
日本

（百万円）
東南アジア
（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 7,283 3,695 10,978 － 10,978

  (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 1,008 196 1,204 (1,204) －

計 8,291 3,891 12,183 (1,204) 10,978

営業利益 904 249 1,154 (369) 784

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

東南アジア……中国、香港、韓国、インドネシア

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392百万円であり、その主なものは、

親会社の人事・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．会計方針の変更

　　「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」４．（３）④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。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「アジア」の営業利益は33百万円減少しております。

ｃ．海外売上高

  東南アジア その他の地域 計

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)

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,441 857 4,299

Ⅱ　連結売上高（百万円）   10,978

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割
合（％）

31.4 7.8 39.2

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な内訳は次のとおりであります。

東南アジア……中国、台湾、韓国、インドネシア

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（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。

－ 1 －



「参考資料」

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

当四半期　
（平成21年３月期　

第１四半期）
増　減

（参考）　
　前連結会計年度
（平成20年３月期）

　　

金額（百万円） 金額（百万円）　
金額

（百万円）
増減率
（％）　

金額（百万円）　

Ⅰ　売上高 10,866 10,978 111 1.0 45,059

Ⅱ　売上原価 7,982 8,446 463 5.8 33,789

売上総利益 2,884 2,532 △351 △12.2 11,270

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,604 1,747 143 8.9 7,130

営業利益 1,279 784 △494 △38.7 4,140

Ⅳ　営業外収益 79 82 3 4.3 320

受取利息及び配当金　 59 62 2 4.6 172

その他　 19 20 0 3.6 147

Ⅴ　営業外費用 47 93 46 97.0 319

支払利息　 34 32 △2 △6.8 109

その他　 13 61 48 370.2 210

経常利益 1,311 773 △537 △41.0 4,140

Ⅵ　特別利益 0 0 － － 15

その他　 0 0 － － 15

Ⅶ　特別損失 113 498 384 339.0 482

為替差損　 113 482 369 326.1 423

その他　 0 15 15 － 58

税金等調整前四半期純利益 1,197 276 △921 △76.9 3,674

法人税等合計 457 258 △199 △43.6 1,215

少数株主損益（控除） 64 △42 △107 － 301

四半期純利益 676 60 △615 △91.0 2,157

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成21年３月期
第１四半期）

前　期
（平成20年３月期）

区分 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    

税金等調整前四半期（当期）純利益
　

1,197 276 3,674

減価償却費　 332 379 1,505

その他の特別損益（△は益）　　 113 482 423

売上債権の増減額（△は増加）　　 △61 △333 △26

たな卸資産の増減額（△は増加）　 56 △469 △628

仕入債務の増減額（△は減少）　　 415 494 200

その他　 △623 46 △374

小計 1,429 874 4,774

法人税等の支払額　 △538 △630 △1,176

その他　 18 19 46

営業活動によるキャッシュ・フロー 909 264 3,644

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　 △486 △556 △2,482

土地売却による前受金の収入　 － 281 319

その他　 1,463 △69 1,461

投資活動によるキャッシュ・フロー 976 △343 △701

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（△は減少）
　

△1,821 153 △2,018

長期借入れによる収入　 － － 86

長期借入金の返済による支出　 △15 △12 △134

配当金の支払額　 △156 △157 △324

少数株主への配当金の支払額　 △107 △96 △324

その他　 △0 69 267

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,101 △43 △2,447

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △57 △586 △139

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は
減少額）

△272 △708 356

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,372 4,728 4,372

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,099 4,019 4,728

－ 3 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

インキ事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント

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、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　　　前年同四半期（平成19年４月１日～平成19年６月30日）              　　               

 （単位：百万円）

日本 東南アジア 計 消去又は全社 連結

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 7,032 3,834 10,866 － 10,866

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 1,186 195 1,382 (1,382)  －

計 8,219 4,030 12,249 (1,382) 10,866

営業費用 7,150 3,565 10,715 (1,128) 9,587

営業利益 1,068 464 1,533 (254) 1,279

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

東南アジア……中国、香港、韓国、インドネシア

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295百万円であり、その主なものは

親会社の人事・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

ｃ．海外売上高

　　　前年同四半期（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,893 449 4,343

Ⅱ　連結売上高（百万円）   10,866

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 35.8 4.2 40.0

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な内訳は次のとおりであります。

東南アジア……中国、台湾、韓国、インドネシア

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

－ 4 －
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