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平成21年１月期 中間決算短信 

平成20 年 9 月12 日 
 

 
（百万円未満切捨て） 

１．20年７月中間期の連結業績（平成20年２月１日～平成20年７月31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 ％
20年７月中間期 13,205 △2.2 147 △73.0 233 △58.9 111 △55.2

19年７月中間期 13,504 3.8 547 55.4 568 52.3 248 32.0

20年１月期 25,994 － 635 － 702 － 198 －
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当り
中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

 円 銭 円 銭
20年７月中間期 5 20 －

19年７月中間期 11 62 －

20年１月期 9 31 －
（参考） 持分法投資損益    20年７月中間期 －百万円 19年７月中間期 －百万円 20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７月中間期 22,917 12,408 54.1 580 04

19年７月中間期 23,288 12,709 54.5 594 15

20年１月期 22,627 12,380 54.6 578 76
（参考） 自己資本    20年７月中間期 12,390百万円 19年７月中間期 12,691百万円 20年１月期 12,362百万円 
 
(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７月中間期 △137 △810 300 2,459

19年７月中間期 980 △295 △193 2,822

20年１月期 1,835 △579 △481 3,106
 
 
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
20年１月期 4 00 4 00 8 00

21年１月期 4 00 

21年１月期（予想）  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 25,700 △1.1 140 △78.0 220 △68.7 110 △44.7 5 15

 

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 
半期報告書提出予定日 平成20年10月21日 配当支払開始予定日  平成20年10月10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 無  
 ② ①以外の変更 無  
  
(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７月中間期 21,458,740株  19年７月中間期 21,458,740株 20年１月期 21,458,740株
 ②期末自己株式数     
 20年７月中間期 98,024株  19年７月中間期 98,024株 20年１月期 98,024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、29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７月中間期の個別業績（平成20年２月１日～平成20年７月31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 ％
20年７月中間期 12,222 △2.5 115 △77.3 216 △60.2 110 △57.7

19年７月中間期 12,536 4.4 507 77.8 543 68.8 260 65.1

20年１月期 24,066 － 592 － 682 － 234 －
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 
20年７月中間期 5 17 

19年７月中間期 12 21 

20年１月期 10 99 
 
(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７月中間期 22,306 12,340 55.3 577 71

19年７月中間期 22,678 12,619 55.6 590 80

20年１月期 22,074 12,314 55.8 576 51
（参考） 自己資本    20年７月中間期 12,340百万円 19年７月中間期 12,619百万円 20年１月期 12,314百万円 
 
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 23,800 △1.1 50 △91.6 170 △75.1 100 △57.4 4 68

 

 

※ 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、中間決算短信の添付資料５ページおよ

び６ページをご参照ください。 
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１．経営成績 

 

（１）当期の概況 

 ① 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰を背景に、設備投資

や個人消費に伸び悩みが見られるなど、景気の減速感が強まる展開となりました。 

当業界におきましては、ゆうメールやメール便の伸長により、数量面での需要は微増程度で推

移しているものと推測いたしますが、販売競争の激化や原材料費の上昇に加え国内景気の減速に

より、当社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。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は 132 億５百万円（前年同期比 2.2％減）、営業利益

は１億 47 百万円（前年同期比 73.0％減）、経常利益は２億 33 百万円（前年同期比 58.9％減）、

中間純利益は１億 11 百万円（前年同期比 55.2％減）となりました。 

当中間連結会計期間における売上高は、前期の選挙関連特需の反動に加え、封筒事業における

通信関連からの受注減もあり、減収となりました。営業利益につきましては、売上の減少に加え、

封筒事業における原材料費の上昇のほか、退職給付費用の負担増や内部統制の整備、構築に係る

費用増などにより、減益となりました。 

 

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） 

戦略商品を活用した提案型営業を積極的に展開いたしましたが、通信関連からの受注減や前

期の選挙関連特需の反動を補うまでには至らず、売上高は 106 億 36 百万円（前年同期比 1.6％

減）となりました。営業利益は、売上の減少に加え、原材料費の上昇分が負担となり、２億 44

百万円（前年同期比 53.4％減）となりました。 

 

（メーリングサービス事業） 

選挙関連サービスで培った信頼を活かし、新たなサービスの受託に努めましたが、前期の選

挙関連需要の反動を補うまでには至らず、売上高は 14 億 30 百万円（前年同期比 11.8％減）と

なりました。売上の減少に伴い、営業損失は１億 37 百万円（前年同期は営業損失３百万円）と

損失幅が拡大いたしましたが、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） 

情報システム事業部における自治体向けの売上が寄与し、また収益体制へ向けての改善が進

みました。子会社におきましては、封入機の製造販売が堅調に推移いたしました。以上により、

売上高は 11 億 38 百万円（前年同期比 6.6％増）、営業利益は 25 百万円（前年同期比 263.9％

増）となりました。  
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② キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは１億 37 百万円の支出、投

資活動によるキャッシュ・フローは８億 10 百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは

３億円の収入となったため、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６億 46 百万円減少して、当中間連結会計期間末は 24 億 59 百万円（前年同期比 12.9％減）

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支出は１億 37 百万円（前年同期は９億 80 百万円の収入）となりまし

た。これは主に、資金の増加要因として税金等調整前中間純利益２億 28 百万円、減価償却費４

億 80 百万円、仕入債務の増加額１億 52 百万円、資金の減少要因として売上債権の増加額４億

19 百万円、たな卸資産の増加額 82 百万円、法人税等の支払額３億４百万円、その他のうち前

払費用の増加額 60 百万円、立替金の増加額 50 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８億 10 百万円（前年同期は２億 95 百万円の支出）となりまし

た。これは主に、資金の増加要因として投資有価証券の売却、償還による収入２億 50 百万円、

資金の減少要因として有形固定資産の取得による支出８億７百万円、無形固定資産の取得によ

る支出 28 百万円、投資有価証券の取得による支出２億９百万円など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） 

財務活動による資金の収入は３億円（前年同期は１億 93 百万円の支出）となりました。これ

は主に、資金の増加要因として短期借入金の純増加額 52 百万円、長期借入金の純増加額３億

35 百万円、資金の減少要因として配当金の支払額 85 百万円などによるものであります。 
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（２）利益配分に関する方針 
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

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。 
中間純利益は１億 11 百万円でしたが、配当金につきましては、１株につき４円の中間配当を実

施することにいたしました。また、期末配当金は１株につき４円を予定しており、これにより当

期の年間配当金は１株につき８円となる見込であります。 
なお、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。 
 

（３）通期の見通しと対処すべき課題 

今後のわが国経済は、原油や原材料の高騰が企業収益や個人消費に与える影響が懸念され、国

内景気は引き続き不透明な状況が続くものと予想されます。 

封筒業界におきましては、原材料価格の上昇や国内景気の減速による販売競争の激化もあり、

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、販売価格の見直しを進め、生産性の改善を図るなど

コスト競争力の向上に努め、利益体質の一層の強化を図るとともに、新しい生産技術の開発、品

質管理体制およびリスク管理体制の強化に取り組むなど、全社を挙げて業績の向上に努力をいた

す所存でございます。 

 

平成 21 年１月期の連結業績の見通しについては、上期の実績が目標を下回ったことにより、平

成 20 年３月 17 日発表いたしました業績の見通しを修正し、売上高は 257 億円（前期比 1.1％減）、

営業利益は１億 40 百万円（前期比 78.0％減）、経常利益は２億 20 百万円（前期比 68.7％減）、

当期純利益は１億 10 百万円（前期比 44.7％減）となる見込であります。 
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２．企業集団の状況 

 

近の有価証券報告書（平成 20 年４月 24 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、（３）中・長期的な経営戦略 

平成 20 年１月期決算短信（平成 20 年３月 17 日開示）により開示を行った内容から重要な変

更がないため、開示を省略いたします。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.imura.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

（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 高の

業績を目指すことを 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、上期の業績が目標を下回り、また国内景気の後退により需要環境に不透明感が増し、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を受け、平成 20 年１月期決算短信

（平成 20 年３月 17 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。（個別ベース） 

売上高   238 億円 

経常利益  1.7 億円（売上高経常利益率 0.7％） 

 

（４）対処すべき課題 

    ５ページ「経営成績及び財政状態（３）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。 

 



 
 株式会社イムラ封筒（3955） 平成 21 年 1 月期 中間決算短信 
 

－7－ 

４．中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結貸借対照表 
 

  前中間連結会計期間末 

(平成 19 年７月 31 日) 

当中間連結会計期間末 

(平成 20 年７月 31 日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成 20 年１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) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金   3,051 2,657  3,310

 ２ 受取手形及び売掛金   4,571 4,406  3,983

 ３ 有価証券   ― 55  ―

 ４ たな卸資産   1,281 1,408  1,325

 ５ 繰延税金資産   367 333  391

 ６ その他 ※２  1,293 1,479  1,284

   貸倒引当金   △43 △16  △9

   流動資産合計   10,521 45.2 10,324 45.1  10,286 45.5

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１   

  (1) 建物及び構築物 ※２  2,527 2,363  2,439

  (2) 機械装置及び 
    運搬具 

※２  2,733 2,843  2,686

  (3) 土地 ※２  4,053 4,321  4,053

  (4) その他   190 199  259

   有形固定資産合計   9,503 40.8 9,727 42.4  9,438 41.7

 ２ 無形固定資産   221 0.9 153 0.7  172 0.7

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券   2,124 1,812  1,838

  (2) 繰延税金資産   114 213  191

  (3) その他   934 779  830

    貸倒引当金   △130 △94  △130

   投資その他の資産 
   合計 

  3,042 13.1 2,711 11.8  2,730 12.1

   固定資産合計   12,767 54.8 12,593 54.9  12,341 54.5

   資産合計   23,288 100.0 22,917 100.0  22,627 100.0
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  前中間連結会計期間末 

(平成 19 年７月 31 日) 

当中間連結会計期間末 

(平成 20 年７月 31 日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成 20 年１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) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金   3,247 3,295  3,142

 ２ 短期借入金 ※２  1,765 1,982  1,930

 ３ １年内返済予定 
   長期借入金 

※２  991 1,584  1,291

 ４ 賞与引当金   713 657  632

 ５ その他   1,495 1,266  1,577

   流動負債合計   8,213 35.2 8,786 38.4  8,574 37.9

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※２  1,537 913  870

 ２ 退職給付引当金   482 449  444

 ３ 役員退職慰労引当金   322 338  335

 ４ その他   22 22  22

   固定負債合計   2,366 10.2 1,722 7.5  1,673 7.4

   負債合計   10,579 45.4 10,509 45.9  10,247 45.3
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  前中間連結会計期間末 

(平成 19 年７月 31 日) 

当中間連結会計期間末 

(平成 20 年７月 31 日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成 20 年１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) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   1,197 5.1 1,197 5.2  1,197 5.3

 ２ 資本剰余金   1,363 5.9 1,363 5.9  1,363 6.0

 ３ 利益剰余金   9,810 42.1 9,701 42.3  9,675 42.8

 ４ 自己株式   △24 △0.1 △24 △0.1  △24 △0.1

   株主資本合計   12,346 53.0 12,237 53.3  12,211 54.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

  344 1.5 152 0.7  150 0.6

   評価・換算差額等 
   合計 

  344 1.5 152 0.7  150 0.6

Ⅲ 少数株主持分   18 0.1 18 0.1  17 0.1

   純資産合計   12,709 54.6 12,408 54.1  12,380 54.7

   負債及び純資産合計   23,288 100.0 22,917 100.0  22,627 100.0
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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 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日)

当中間連結会計期間 

(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日)

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１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) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   13,504 100.0 13,205 100.0  25,994 100.0

Ⅱ 売上原価   10,136 75.1 10,194 77.2  19,797 76.2

   売上総利益   3,368 24.9 3,011 22.8  

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 運搬費及び荷造包装費  467 456 915 

 ２ 給与  935 968 1,870 

 ３ 賞与引当金繰入額  276 255 258 

 ４ 退職給付費用  59 78 117 

 ５ 法定福利費  158 155 310 

 ６ 役員退職慰労引当金 
   繰入額 

 18 3 31 

 ７ 減価償却費  81 74 161 

 ８ 貸倒引当金繰入額  5 9 6 

 ９ その他  817 2,821 20.8 861 2,863 21.7 1,888 5,561 21.4

   営業利益   547 4.1 147 1.1  635 2.4

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  22 9 34 

 ２ 受取配当金  16 18 23 

 ３ 受取賃貸料  7 6 15 

 ４ 投資有価証券評価益  ― 31 ― 

 ５ 雑収入  27 74 0.5 58 124 0.9 72 145 0.6

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  25 28 52 

 ２ 手形売却損  3 4 7 

 ３ 雑損失  24 53 0.4 6 38 0.2 18 79 0.3

   経常利益   568 4.2 233 1.8  702 2.7

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※１ 0 ― ― 

 ２ 投資有価証券売却益  201 22 201 

 ３ 貸倒引当金戻入益  1 11 26 

 ４ 移転補償金  ― ― 127 

 ５ その他  0 203 1.5 0 34 0.2 ― 354 1.3

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※２ 0 5 ― 

 ２ 固定資産除却損 ※３ 11 25 100 

 ３ 減損損失  12 4 28 

 ４ 投資有価証券評価損  29 4 161 

 ５ ゴルフ会員権評価損  ― 53 0.4 0 40 0.3 ― 290 1.1

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益 

  718 5.3 228 1.7  766 2.9

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 322 79 385 

   法人税等調整額  145 468 3.5 35 114 0.9 177 562 2.1

   少数株主利益   2 0.0 2 0.0  4 0.0

   中間(当期)純利益   248 1.8 111 0.8  198 0.8
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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 19 年２月１日 至 平成 19 年７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

中間連結会計期間中の 
変動額 

   

 剰余金の配当  △85 △85   △85

 中間純利益  248 248   248

 自己株式の取得  △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) 

 △175 1 △173

中間連結会計期間中の 
変動額合計(百万円) 

― ― 162 △0 162 △175 1 △11

平成 19 年７月 31 日残高 
(百万円) 

1,197 1,363 9,810 △24 12,346 344 18 12,709

 

当中間連結会計期間(自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７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 20 年１月 31 日残高 
(百万円) 

1,197 1,363 9,675 △24 12,211 150 17 12,380

中間連結会計期間中の 
変動額 

   

 剰余金の配当  △85 △85   △85

 中間純利益  111 111   111

 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 0 2

中間連結会計期間中の 
変動額合計(百万円) 

― ― 25 ― 25 1 0 28

平成 20 年７月 31 日残高 
(百万円) 

1,197 1,363 9,701 △24 12,237 152 18 12,408
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前連結会計年度(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）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 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日)

当中間連結会計期間 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日) 

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

区分 
注記
番号

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  718 228 766

 ２ 減価償却費  471 480 958

 ３ 減損損失  12 4 28

 ４ 貸倒引当金の増加額(△減少額)  1 △29 △33

 ５ 役員賞与引当金の減少額  △26 ― △26

 ６ 賞与引当金の増加額  82 25 0

 ７ 退職給付引当金の増加額 
   （△減少額） 

 △38 5 △77

 ８ 役員退職慰労引当金の増加額 
   (△減少額) 

 △32 2 △19

 ９ 受取利息及び受取配当金  △39 △28 △58

 10 投資有価証券売却益  △201 △22 △201

 11 投資有価証券評価益  ― △31 ―

 12 投資有価証券評価損  29 4 161

 13 支払利息  25 28 52

 14 固定資産除却損  11 25 100

 15 売上債権の減少額(△増加額)  △481 △419 106

 16 たな卸資産の増加額  △25 △82 △69

 17 仕入債務の増加額  425 152 321

 18 その他  89 △180 △30

    小計  1,022 163 1,980

 19 利息及び配当金の受取額  42 31 49

 20 利息の支払額  △26 △28 △52

 21 法人税等の支払額  △59 △304 △142

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 980 △137 1,835
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前中間連結会計期間 
(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日)

当中間連結会計期間 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日) 

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

区分 
注記
番号

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 有形固定資産の取得による支出  △190 △807 △431

 ２ 有形固定資産の売却による収入  0 0 0

 ３ 無形固定資産の取得による支出  △2 △28 △8

 ４ 投資有価証券の取得による支出  △210 △209 △377

 ５ 投資有価証券の売却による収入  248 222 248

 ６ 投資有価証券の償還による収入  ― 27 26

 ７ 関係会社株式の追加取得  ― ― △1

 ８ 貸付による支出  △0 △0 △0

 ９ 貸付金の回収による収入  0 0 1

 10 定期預金の純増減額  3 4 26

 11 その他  △143 △20 △62

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △295 △810 △579

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  △295 52 △130

 ２ 長期借入れによる収入  800 750 1,120

 ３ 長期借入金の返済による支出  △612 △414 △1,299

 ４ 自己株式の取得による支出  △0 ― △0

 ５ 配当金の支払額  △85 △85 △170

 ６ 少数株主への配当金の支払額  △0 △1 △0

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △193 300 △481

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 △0 ― △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  (△減少額） 

 491 △646 774

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,331 3,106 2,331

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
  (期末)残高 

※１ 2,822 2,459 3,106
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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 
 

最近の半期報告書（平成 19 年 10 月 19 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。 
 
 
 
表示方法の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 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において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「敷金・保証金の差入による支出」（前中間連結会計

期間１百万円）については、重要性が増したため、当

中間連結会計期間より区分掲記しております。 

(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において投資活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記しておりました「敷金・保証金

の差入による支出」（前中間連結会計期間 129 百万

円）については、当中間連結会計期間において重要性

が減少したため（当中間連結会計期間１百万円）、

「その他」に含めて表示しております。 

  
 
 追加情報 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日) 

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

― 

 

 

 

当連結中間会計期間より、平成 19

年３月 31 日以前に取得した資産に

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。 

この結果、従来の方法に比べ、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 24 百万円減少

しております。 

― 
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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 19 年７月 31 日) 

当中間連結会計期間末 
(平成 20 年７月 31 日) 

前連結会計年度末 
(平成 20 年１月 31 日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

20,850 百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

21,301 百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

20,977 百万円

   

※２ 担保資産 

  (1) 流動資産 

担保提供資産 

その他 305 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 

225 百万円

 

※２ 担保資産 

  (1) 流動資産 

担保提供資産 

その他 356 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 

356 百万円

 

※２ 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 

1,940 百万円

機械装置 
及び運搬具 

2,160 百万円

土地 2,205 百万円

合計 6,307 百万円 

  (2) 固定資産 

担保提供資産 

建物及び 
構築物 

1,808 百万円

機械装置 
及び運搬具

2,278 百万円

土地 2,205 百万円

合計 6,292 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 

1,887 百万円

機械装置 
及び運搬具 

2,160 百万円

土地 2,136 百万円

合計 6,184 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 

1,758 百万円

機械装置 
及び運搬具

2,278 百万円

土地 2,136 百万円

合計 6,173 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 668 百万円

長期借入金 
(１年以内 
返済予定額 
を含む) 

1,254 百万円

合計 1,922 百万円 

担保資産に対応する債務 

短期借入金 750 百万円

長期借入金
(１年以内
返済予定額
を含む) 

1,261 百万円

合計 2,011 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) 

1,062 百万円

合計 1,562 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) 

1,103 百万円

合計 1,653 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 
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前中間連結会計期間末 
(平成 19 年７月 31 日) 

当中間連結会計期間末 
(平成 20 年７月 31 日) 

前連結会計年度末 
(平成 20 年１月 31 日) 

 ３ 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。 

29 百万円 

 ３ 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。 

24 百万円

 ３ 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。 

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 

225 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 

356 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 
    

 
(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日) 

前連結会計年度 
(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      ― 

 

※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 固定資産売却損の内容は、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 5 百万円

合計 5 百万円 

※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 

0 百万円 

機械装置 
及び運搬具 

1 百万円 

その他 1 百万円 

無形固定資産 7 百万円 

合計 11 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 

0 百万円

機械装置 
及び運搬具 

1 百万円

撤去費用 21 百万円

その他 0 百万円

無形固定資産 0百万円

合計 25 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 8 百万円

無形固定資産 31 百万円

合計 100 百万円 
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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 19 年２月１日 至 平成 19 年７月 31 日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

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 

当中間連結会計 
期間末株式数 

普通株式（株） 21,458,740 ― ― 21,458,740 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

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 

当中間連結会計 
期間末株式数 

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請求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 

 

（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当中間連結会計

期間後となるもの 

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９月 20
日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 85 4.00
平成 19 年 
７月 31 日 

平成 19 年
10 月 11 日
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当中間連結会計期間(自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７月 31 日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

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 

当中間連結会計 
期間末株式数 

普通株式（株） 21,458,740 ― ― 21,458,740 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

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 

当中間連結会計 
期間末株式数 

普通株式（株） 98,024 ― ― 98,024 

 

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 20 年４月 23
日 
定時株主総会 

普通株式 85 4.00
平成 20 年１月 31

日 
平成 20 年４月 24

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当中間連結会計

期間後となるもの 

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９月 12
日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 85 4.00
平成 20 年 
７月 31 日 

平成 20 年
10 月 10 日
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前連結会計年度(自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

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．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

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 20 年４月 23
日 
定時株主総会 

普通株式 85 利益剰余金 4.00 
平成 20 年 
１月 31 日 

平成 20 年
４月 24 日
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(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 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日) 

前連結会計年度 
(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 

(平成 19 年７月 31 日) 

現金及び 
預金勘定 

3,051 百万円

預入期間が 
３か月を超える 
定期性預金 

△228 百万円

現金及び 
現金同等物 

2,822 百万円

  

※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 

(平成 20 年７月 31 日)

現金及び 
預金勘定 

2,657 百万円

預入期間が 
３か月を超える
定期性預金 

△198 百万円

現金及び 
現金同等物 

2,459 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) 
デリバティブ取引に関する注記事項については、中間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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(リース取引関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日) 

前連結会計年度 
(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１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 

 
取得価額 
相当額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円) 

減損損失

累計額

相当額

(百万円)

中間期末

残高 
相当額 

(百万円) 

機械及
び装置 323 143 1 178 

工具器
具及び
備品 

97 43 ― 54 

車両 
運搬具 5 2 ― 3 

合計 425 189 1 235 
 

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 

 
取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

減損損失

累計額

相当額

(百万円)

中間期末

残高

相当額

(百万円)

機械及
び装置

608 220 1 386

工具器
具及び
備品 

151 70 ― 80

車両 
運搬具

5 3 ― 2

合計 765 294 1 469
 

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 

 
取得価額 
相当額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円) 

減損損失

累計額

相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

機械及
び装置

422 177 1 243

工具器
具及び
備品

147 55 ― 92

車両
運搬具

5 2 ― 2

合計 575 236 1 337
 

   
  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

同左   なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

   

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

  

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 76 百万円 

１年超 159 百万円 

計 235 百万円  

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

  

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 124 百万円

１年超 344 百万円

計 469 百万円 

２ 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高 

  

  未経過リース料期末残高相当額

  

１年以内 101 百万円

１年超 236 百万円

計 337 百万円 
   

  リース資産減損勘定中間期末残

高 

0 百万円 

  リース資産減損勘定中間期末残

高 

0 百万円

  リース資産減損勘定期末残高 

  

0 百万円

   
  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

同左   なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定してお

ります。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日) 

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

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 

支払リース料 38 百万円 

リース資産減
損勘定取崩額 

0 百万円 

減価償却費 
相当額 

38 百万円 

減損損失 ―百万円  

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 

支払リース料 58 百万円

リース資産減
損勘定取崩額

0百万円

減価償却費 
相当額 

58 百万円

減損損失 ―百万円 

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 

支払リース料 85 百万円

リース資産減
損勘定取崩額 

0 百万円

減価償却費 
相当額 

85 百万円

減損損失 ―百万円 
   

４ 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、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末) 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 
前中間連結会計期間末 
(平成 19 年７月 31 日) 

(1) 満期保有目的の債券 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

   その他 150 141 △8 

(2) その他有価証券 
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) 

   ①株式 692 1,293 601 

   ②債券（注） 537 483 △53 

   ③その他 20 24 4 

計 1,249 1,801 551 

(注) 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 29 百万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(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 
 

区分 
前中間連結会計期間末 
(平成 19 年７月 31 日) 

その他有価証券 中間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 65 

その他 37 

計 173 

 

(当中間連結会計期間末) 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 
当中間連結会計期間末 
(平成 20 年７月 31 日) 

(1) 満期保有目的の債券 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

   その他 200 165 △34 

(2) その他有価証券 
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) 

   ①株式 637 933 295 

   ②債券 567 476 △91 

   ③その他 20 18 △1 

計 1,226 1,428 202 

 

２ 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) 
 

区分 
当中間連結会計期間末 
(平成 20 年７月 31 日) 

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 147 

中小企業等投資事業有限責任組合 54 

その他 37 

計 239 
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(前連結会計年度末) 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 
前連結会計年度末 

(平成 20 年１月 31 日) 

(1) 満期保有目的の債券 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

   その他 200 164 △35 

(2) その他有価証券 
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) 

   ①株式 737 996 258 

   ②債券 537 372 △164 

   ③その他 20 20 0 

計 1,295 1,389 93 

 

２ 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) 
 

区分 
前連結会計年度末 

(平成 20 年１月 31 日) 

その他有価証券 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 

計 249 

 

(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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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント】 

前中間連結会計期間(自 平成 19 年２月１日 至 平成 19 年７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) 

売上高及び営業利益   

 売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

10,814 1,622 1,068 13,504 ― 13,504

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高 

331 0 69 401 ( 401) ―

計 11,145 1,622 1,138 13,905 ( 401) 13,504

  営業費用 10,620 1,625 1,131 13,377 ( 419) 12,957

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

524 △3 6 528 18 547

(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 

 

当中間連結会計期間(自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７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) 

売上高及び営業利益   

 売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 10,636 1,430 1,138 13,205 ― 13,205

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 349 0 60 410 ( 410) ―

計 10,986 1,430 1,199 13,616 ( 410) 13,205

  営業費用 10,741 1,568 1,174 13,483 ( 425) 13,058

  営業利益又は 
  営業損失(△) 244 △137 25 133 14 147
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(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 

 

前連結会計年度(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) 

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

(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 
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【所在地別セグメント】 

前中間連結会計期間(自 平成 19 年２月１日 至 平成 19 年７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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７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。 

 

前連結会計年度(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。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成 19 年２月１日 至 平成 19 年７月 31 日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７月 31 日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(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。 

 

(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) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日) 

前連結会計年度 
(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 15 銭 １株当たり純資産額 580 円４銭 １株当たり純資産額 578 円 76 銭

１株当たり中間純利益 11 円 62 銭 １株当たり中間純利益 ５円 20 銭 １株当たり当期純利益 ９円 31 銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がな

いため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がな

いため、記載しておりません。 

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。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間末
(平成 19 年７月 31 日)

当中間連結会計期間末 
(平成 20 年７月 31 日) 

前連結会計年度末 
(平成 20 年１月 31 日)

中間連結貸借対照表の純
資産の部の合計額 

(百万円) 12,709 12,408 12,380 

普通株式に係る純資産額 (百万円) 12,691 12,390 12,362 

中間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中間連
結会計期間末の純資産額との差額の
主な内訳 

   

少数株主持分 (百万円) 18 18 17 

普通株式の発行済株式数   (株) 21,458,740 21,458,740 21,458,740 

普通株式の自己株式数    (株) 98,024 98,024 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) 

 
21,360,716 

 
21,360,716 

 
21,360,716 

  

２ １株当たり中間(当期)純利益 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成 19 年２月１

日 
至 平成 19 年７月 31

日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 20 年２月１

日 
至 平成 20 年７月 31

日) 

前連結会計年度 
(自 平成 19 年２月１

日 
至 平成 20 年１月 31

日) 

中間連結損益計算書の中
間(当期)純利益 

(百万円) 248 111 198 

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) 248 111 198 

普通株式の期中平均株式数  (株) 21,360,731 21,360,716 21,360,730 
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(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(自 平成 19 年２月１日 至 平成 19 年７月 31 日) 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７月 31 日) 

該当事項はありません。 

 

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

固定資産（土地）の取得に関する売買契約の締結 

 平成 19 年９月 20 日取締役会決議により、事業の用に供するため、下記のとおり平成 20 年

４月 15 日に土地の取得に関して売買契約を締結いたしました。 

 なお、取得対象となる土地は当社奈良新庄工場の賃借地であります。 

 契約の内容 

  土地所在地   奈良県葛城市柿本 

  土地面積    8,771.54 ㎡ 

  購入予定価額  264 百万円 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

当中間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 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

封筒事業 10,451 △1.8 

メーリングサービス事業 1,036 △13.9 

その他の事業 739 △6.4 

合計 12,227 △3.2 

(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 

当中間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。 
 

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 10,492 △3.4 893 △10.8 

メーリングサービス事業 1,414 △8.2 71 14.1 

合計 11,906 △4.0 964 △9.3 

(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」および「受注残高」の記

載を省略しております。 

 

(3) 販売実績 

当中間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 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

封筒事業 10,636 △1.6 

メーリングサービス事業 1,430 △11.8 

その他の事業 1,138 6.6 

合計 13,205 △2.2 

(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．中間個別財務諸表等 

（1）中間貸借対照表 
 

  前中間会計期間末 

(平成 19 年７月 31 日) 

当中間会計期間末 

(平成 20 年７月 31 日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成 20 年１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) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  2,609 2,230  2,868 

 ２ 受取手形  889 727  594 

 ３ 売掛金  3,465 3,446  3,209 

 ４ 有価証券  ― 55  ― 

 ５ たな卸資産  1,105 1,235  1,149 

 ６ 繰延税金資産  355 324  376 

 ７ その他 ※２ 1,288 1,456  1,283 

   貸倒引当金  △41 △14  △7 

   流動資産合計  9,672 42.7 9,461 42.4  9,473 42.9

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１   

  (1) 建物 ※２ 2,327 2,179  2,247 

  (2) 構築物 ※２ 143 131  137 

  (3) 機械及び装置 ※２ 2,676 2,796  2,639 

  (4) 車両運搬具  16 16  13 

  (5) 工具器具及び備品  145 119  129 

  (6) 土地 ※２ 3,864 4,132  3,864 

  (7) 建設仮勘定  38 76  130 

   有形固定資産合計  9,213 9,452  9,164 

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア  147 106  114 

  (2) その他  66 42  52 

   無形固定資産合計  213 149  166 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  2,115 1,808  1,830 

  (2) 関係会社株式  613 579  590 

  (3) 従業員長期貸付金  0 0  0 

  (4) 長期前払費用  33 32  32 

  (5) 繰延税金資産  76 204  182 

  (6) その他  869 711  763 

    貸倒引当金  △130 △93  △129 

   投資その他の資産合計  3,578 3,243  3,269 

   固定資産合計  13,005 57.3 12,845 57.6  12,600 57.1

   資産合計  22,678 100.0 22,306 100.0  22,074 100.0
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  前中間会計期間末 

(平成 19 年７月 31 日) 

当中間会計期間末 

(平成 20 年７月 31 日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成 20 年１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) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形  177 139  134 

 ２ 買掛金  2,928 3,011  2,872 

 ３ 短期借入金 ※２ 1,600 1,800  1,750 

 ４ １年内返済予定長期借入金 ※２ 991 1,584  1,291 

 ５ 未払金  476 475  566 

 ６ 未払法人税等  324 74  306 

 ７ 未払費用  338 330  343 

 ８ 賞与引当金  690 635  606 

 ９ 設備関係支払手形  16 165  123 

 10 その他 ※４ 268 148  211 

   流動負債合計  7,813 34.5 8,366 37.5  8,207 37.2

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※２ 1,537 913  870 

 ２ 退職給付引当金  386 354  349 

 ３ 役員退職慰労引当金  297 309  309 

 ４ その他  22 22  22 

   固定負債合計  2,245 9.9 1,600 7.2  1,551 7.0

   負債合計  10,058 44.4 9,966 44.7  9,759 44.2
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  前中間会計期間末 

(平成 19 年７月 31 日) 

当中間会計期間末 

(平成 20 年７月 31 日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成 20 年１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) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  1,197 5.3 1,197 5.3  1,197 5.4

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  1,363 1,363  1,363 

   資本剰余金合計  1,363 6.0 1,363 6.1  1,363 6.2

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金  299 299  299 

  (2) その他利益剰余金    

    特別償却準備金  3 0  0 

    別途積立金  8,810 8,810  8,810 

    繰越利益剰余金  625 541  516 

   利益剰余金合計  9,738 42.9 9,651 43.3  9,626 43.6

 ４ 自己株式  △24 △0.1 △24 △0.1  △24 △0.1

   株主資本合計  12,274 54.1 12,187 54.6  12,162 55.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価差額金  345 1.5 152 0.7  151 0.7

   評価・換算差額等合計  345 1.5 152 0.7  151 0.7

   純資産合計  12,619 55.6 12,340 55.3  12,314 55.8

   負債及び純資産合計  22,678 100.0 22,306 100.0  22,074 100.0
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（2）中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日)

当中間会計期間 

(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日)

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１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) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  12,536 100.0 12,222 100.0  24,066 100.0

Ⅱ 売上原価  9,539 76.1 9,580 78.4  18,569 77.2

   売上総利益  2,997 23.9 2,642 21.6  5,496 22.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,490 19.9 2,527 20.7  4,903 20.3

   営業利益  507 4.0 115 0.9  592 2.5

Ⅳ 営業外収益 ※１ 90 0.7 141 1.2  170 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２ 54 0.4 39 0.3  80 0.4

   経常利益  543 4.3 216 1.8  682 2.8

Ⅵ 特別利益 ※３ 203 1.6 32 0.3  353 1.5

Ⅶ 特別損失 ※４ 52 0.4 46 0.4  310 1.3

   税引前中間(当期)純利益  694 5.5 202 1.7  726 3.0

   法人税、住民税及び事業税  309 62  362 

   法人税等調整額  123 433 3.4 29 92 0.8 129 491 2.0

   中間(当期)純利益  260 2.1 110 0.9  234 1.0
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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 19 年２月１日 至 平成 19 年７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

中間会計期間中の 
変動額 

   

 剰余金の配当  △85 △85  △85

 中間純利益  260 260  260

 自己株式の取得  △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) 

  △174 △174

中間会計期間中の 
変動額合計(百万円) 

― ― ― ― ― 175 △0 175 △174 0

平成 19 年７月 31 日 
残高(百万円) 

1,197 1,363 299 3 8,810 625 △24 12,274 345 12,619

 
当中間会計期間(自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７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 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

中間会計期間中の 
変動額    

 剰余金の配当  △85 △85  △85

 中間純利益  110 110  110

 株主資本以外の項 
 目の中間会計期間 
 中の変動額(純額) 

  0 0

中間会計期間中の 
変動額合計(百万円) ― ― ― ― ― 24 ― 24 0 25

平成 20 年７月 31 日 
残高(百万円) 1,197 1,363 299 0 8,810 541 △24 12,187 152 12,340
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前事業年度(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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
 追加情報 
 

前中間会計期間 
(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日) 

当中間会計期間 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日) 

前事業年度 
(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

― 

 

 

 

当中間会計期間より、平成 19 年３

月 31 日以前に取得した資産につい

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。 

この結果、従来の方法に比べ、営業

利益、経常利益及び税引前中間純利

益がそれぞれ 23 百万円減少してお

ります。 

― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成 19 年７月 31 日) 

当中間会計期間末 
(平成 20 年７月 31 日) 

前事業年度末 
(平成 20 年１月 31 日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

20,413 百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

20,896 百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

20,565 百万円

   

※２ 担保資産 

  (1) 流動資産 

担保提供資産 

預け金 305 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 

225 百万円 

 

※２ 担保資産 

  (1) 流動資産 

担保提供資産 

預け金 356 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 

356 百万円

 

※２ 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 1,922 百万円

構築物  18 百万円

機械及び 
装置 

2,160 百万円

土地 2,205 百万円

合計 6,307 百万円 

  (2) 固定資産 

担保提供資産 

建物 1,791 百万円

構築物  16 百万円

機械及び 
装置 

2,278 百万円

土地 2,205 百万円

合計 6,292 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 1,869 百万円

構築物 18 百万円

機械及び 
装置 

2,160 百万円

土地 2,136 百万円

合計 6,184 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 1,741 百万円

構築物 16 百万円

機械及び 
装置 

2,278 百万円

土地 2,136 百万円

合計 6,173 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 668 百万円 

長期借入金 1,254 百万円 

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 1,922 百万円  

   担保資産に対応する債務 

短期借入金 750 百万円

長期借入金 1,261 百万円

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 2,011 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 500 百万円 

長期借入金 1,062 百万円 

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 1,562 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 1,103 百万円

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 1,653 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 
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前中間会計期間末 

(平成 19 年７月 31 日) 
当中間会計期間末 

(平成 20 年７月 31 日) 
前事業年度末 

(平成 20 年１月 31 日) 

３ 保証債務 

 (1) 関係会社の仕入債務等に対

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 

26 百万円
 

３ 保証債務 

 (1) 関係会社の仕入債務等に対

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 

19 百万円
 

３ 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。 

29 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。 

24 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 

225 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 

356 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 
  

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重

要性が乏しいため、流動負債

の「その他」に含めて表示し

ております。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

※４      ― 
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(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日) 

当中間会計期間 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日) 

前事業年度 
(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

※１ 営業外収益の主要なもの 

受取利息 22 百万円

受取配当金 20 百万円 

※１ 営業外収益の主要なもの 

受取利息 8 百万円

受取配当金 23 百万円

投資有価証券

評価益 
31 百万円

 

※１ 営業外収益の主要なもの 

受取利息 33 百万円

受取配当金 27 百万円 

   

※２ 営業外費用の主要なもの 

支払利息 24 百万円

手形売却損 3 百万円 

※２ 営業外費用の主要なもの 

支払利息 27 百万円

手形売却損 4 百万円 

※２ 営業外費用の主要なもの 

支払利息 50 百万円

手形売却損 7 百万円 
   

※３ 特別利益の主要なもの 

投資有価証券
売却益 

200 百万円 

貸倒引当金 
戻入益 

2 百万円 
 

※３ 特別利益の主要なもの 

投資有価証券
売却益 

22 百万円

貸倒引当金 
戻入益 

9 百万円
 

※３ 特別利益の主要なもの 

投資有価証券 
売却益 

200 百万円

移転補償金 127 百万円

貸倒引当金 
戻入益 

25 百万円
 

   

※４ 特別損失の主要なもの 

固定資産 
除却損 

10 百万円 

減損損失 12 百万円 

投資有価証券
評価損 

29 百万円 
 

※４ 特別損失の主要なもの 

固定資産 
除却損 

24 百万円

減損損失 4 百万円

関係会社株式
評価損 

11 百万円
 

※４ 特別損失の主要なもの 

固定資産 
除却損 

98 百万円

減損損失 28 百万円

投資有価証券 
評価損 

160 百万円

関係会社株式 
評価損 

23 百万円
 

   

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 411 百万円

無形固定資産 48 百万円 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 424 百万円

無形固定資産 45 百万円 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 841 百万円

無形固定資産 94 百万円 
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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 19 年２月１日 至 平成 19 年７月 31 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 増加株式数 減少株式数 
当中間会計期間末

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による増加であります。 

 

当中間会計期間（自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７月 31 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 増加株式数 減少株式数 
当中間会計期間末

株式数 

普通株式（株） 98,024 ― ― 98,024

 

前事業年度（自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

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） 
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。 
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(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日) 

当中間会計期間 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日) 

前事業年度 
(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１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 

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 

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 

   

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 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

機械及
び装置 323 143 1 178 

工具器
具及び
備品 

89 42 ― 46 

車両 
運搬具 

5 2 ― 3 

合計 417 188 1 228 

 

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 

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

減損損失
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高

相当額
(百万円)

機械及
び装置

608 220 1 386

工具器
具及び
備品 

139 68 ― 71

車両 
運搬具

5 3 ― 2

合計 753 292 1 460

 

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 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械及
び装置

422 177 1 243

工具器
具及び
備品

139 54 ― 85

車両
運搬具

5 2 ― 2

合計 567 234 1 331

 
   
  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が、有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。 

同左   なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が、有形固

定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

   

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

  

未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 74 百万円 

１年超 153 百万円 

計 228 百万円  

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

  

未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 122 百万円

１年超 337 百万円

計 460 百万円 

２ 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高 

  

未経過リース料期末残高相当額

  

１年以内 99 百万円

１年超 231 百万円

計 331 百万円 
   

リース資産減損勘定中間期末残

高 

0 百万円 

リース資産減損勘定中間期末残

高 

0 百万円

リース資産減損勘定期末残高 

 

0 百万円

   
  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

同左   なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定してお

ります。 
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前中間会計期間 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 19 年７月 31 日) 

当中間会計期間 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 20 年７月 31 日) 

前事業年度 
(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 

支払リース料 37 百万円

リース資産減損 
勘定取崩額 0 百万円

減価償却費 
相当額 

37 百万円

減損損失 ―百万円 

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 

支払リース料 57 百万円

リース資産減損
勘定取崩額 0 百万円

減価償却費 
相当額 

57 百万円

減損損失 ―百万円 

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 

支払リース料 83 百万円

リース資産減損
勘定取崩額 0 百万円

減価償却費 
相当額 

83 百万円

減損損失 ―百万円 
   

４ 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、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

   
 

(有価証券関係) 

(前中間会計期間末) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

(当中間会計期間末) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

(前事業年度末) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成 19 年２月１日 至 平成 19 年７月 31 日) 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７月 31 日) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日) 

固定資産（土地）の取得に関する売買契約の締結 

 平成 19 年９月 20 日取締役会決議により、事業の用に供するため、下記のとおり平成 20 年

４月 15 日に土地の取得に関して売買契約を締結いたしました。 

 なお、取得対象となる土地は当社奈良新庄工場の賃借地であります。 

 契約の内容 

  土地所在地   奈良県葛城市柿本 

  土地面積    8,771.54 ㎡  

  購入予定価額  264 百万円 

 


