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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 23,115 ― 339 ― 444 ― 105 ―
20年3月期第2四半期 22,903 22.6 △42 ― 57 ― △137 ―

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2四半期 1.86 ―
20年3月期第2四半期 △2.37 ―

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2四半期 46,654 19,049 39.7 326.40
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2四半期  18,504百万円 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 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 51,000 1.3 1,550 37.9 1,600 32.3 550 58.5 9.70

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、４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、４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は、平成20年10月22日発表のとおり修正を行っております。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、４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。  
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年内閣府令第50号)附則第７条第１項第５
号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

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2四半期  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2四半期  4,896,280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2四半期  56,698,403株 20年3月期第2四半期  57,817,825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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の国際的な金融不安や原材料価格の高騰等

を背景に企業収益が悪化し、設備投資や個人消費も低迷し、景気の減速感が強まる状況で推移いたしま

した。 

 このような状況のもと、当社はグループ会社６社などとともに７月に「ナカバヤシグループChallenge

フェア2008」を開催し新商品の拡販に努めました。一方で採算重視の選別受注の徹底を図りました結果、

当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比0.9％増の231億15百万円となりました。 

 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

の販売に注力したことにより原価率が低下しました。加えて経費削減に努めた結果、販売費及び一般管

理費が減少いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益は３億39百万円(前年同期比

３億82百万円増)、経常利益は４億44百万円(前年同期比679.3％増)となりました。 

 また、特別利益として貸倒引当金戻入額46百万円、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64百万円を含み、

80百万円を計上いたしました結果、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は４億10百

万円(前年同期比４億15百万円増)となり、法人税等税負担調整後の当四半期純利益は１億５百万円(前年

同期比２億42百万円増)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4.9％増の24億74百万円、受注高は38億

38百万円(前年同期比3.0％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

し、「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。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139億83百万円(前年

同期比2.5％増)となり、図書製本及び手帳を合わせ当事業の売上高は164億57百万円(前年同期比2.8％

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

販売に注力したことにより原価率は低下し、販売費及び一般管理費の売上高に対する比率も低下し、営

業利益は７億16百万円(前年同期比38.8％増)と大幅増益となりました。 

［事務機器関連事業］ 

 大型シュレッダは堅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、原材料価格高騰等の影響により商品構

成の見直しを実施したため売上高は縮小しました。この結果、当事業の売上高は66億20百万円(前年同期

比3.4％減)となりました。 
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 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売費及び一般管理費が減少したことから営業利益は２億41百万円(前

年同期比450.6％増)と大幅増益となりました。 

［その他事業］ 

 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36百万円(前年同期比17.4％減)となりまし

たが、販売費及び一般管理費の減少により営業利益は19百万円（前年同期比0.8％増）と横ばい推移とな

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0.5％減少し、216億49百万円となりました。これは仕掛品が

５億22百万円、商品及び製品が３億90百万円、原材料及び貯蔵品が２億49百万円それぞれ増加しました

が、受取手形及び売掛金が11億97百万円、現金及び預金が４億11百万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1.5％減少し、250億４百万円となりました。これは工具・器

具・備品(その他固定資産)が１億４百万円増加し、投資有価証券(その他固定資産)が２億86百万円、建

物及び構築物が１億69百万円減少したことなどによります。 

 この結果、当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、466億54百万円となり

ました。 

(負債) 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて14.8％減少し、156億76百万円となりました。これは短期借入

金が６億85百万円増加しましたが、１年内償還予定の社債(その他流動負債)が35億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25.9％増加し、119億29百万円となりました。これは、長期借

入金が24億13百万円増加したことなどによります。 

 この結果、当第２四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて0.9％減少し、276億５百万円と

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1.2％減少し、190億49百万円となりました。これはその他

有価証券評価差額金が１億60百万円、利益剰余金が64百万円減少したことなどによります。 

 この結果、当第２四半期末の自己資本比率は39.7％となり、前連結会計年度末に比べて0.1ポイント低

下いたしました。 

(キャッシュ・フローについて) 

 当第２四半期末における営業活動によるキャッシュ・フローは、８億33百万円の収入（前年同期比

19.4％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４億10百万円、減価償却費７億７

百万円、売上債権の減少額11億72百万円、たな卸資産の増加額11億63百万円、役員退職慰労引当金の減

少額２億63百万円等であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、６億67百万円の支出(前年同期比119.2％支出増)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６億21百万円、無形固定資産の取得による支出59百万円、

― 3 ― 



ナカバヤシ㈱（7987）平成21年３月期 第２四半期決算短信 

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、５億66百万円の支出(前年同期比63.9％支出増)となりました。

主な内訳は、長期借入れによる収入37億円、短期借入金の増加額５億72百万円、長期借入金の返済によ

る支出11億66百万円、社債の償還による支出35億円等であります。 

 この結果、当第２四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４億１百万円の減少と

なり、31億26百万円となりました。 

 前年同四半期増減率(前年同四半期の増減)は参考として記載しております。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間の業績を反映し、通期の連結売上高につきましては510億円と前回公表数値を

若干下回る見込みですが、利益面につきましては、第３四半期以降も概ね計画通り利益が確保される見

込みであり、通期の営業利益15億50百万円、経常利益16億円、当期純利益５億50百万円と前回公表数値

を上回る見込みであります。 

 なお、業績予想につきましては、平成20年10月22日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

 

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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部

を改正する内閣府令」(平成20年内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改

正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業

利益及び経常利益が25百万円、税金等調整前四半期純利益が89百万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 終改正平成19
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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 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。 

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。この結果、従来の

方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間のリース資産が無形固定資産（その他）

に30百万円計上されております。 

なお、損益に与える影響は、軽微であります。 

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」(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。 

⑥当社は、役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上して

おりましたが、平成20年６月27日をもって役員退職慰労金制度を廃止いたしました。これに伴い、

廃止までの期間に対応する役員退職慰労金相当額271百万円は、退職時に支給するため、役員退

職慰労引当金から12百万円を未払金(流動負債の「その他」)に、259百万円を長期未払金(固定負

債の「その他」)にそれぞれ振り替えております。なお、当第２四半期連結累計期間の目的取崩

額を除く金額259百万円については、長期未払金(固定負債の「その他」)に含めて計上しており

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２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９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 3,187  3,598

  受取手形及び売掛金 9,568  10,765

  有価証券 2  －

  商品及び製品 4,970  4,579

  仕掛品 1,292  769

  原材料及び貯蔵品 1,400  1,151

  その他 1,263  970

  貸倒引当金 △34  △80

  流動資産合計 21,649  21,753

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 6,352  6,521

   土地 11,130  11,130

   その他（純額） 3,893  3,799

   有形固定資産合計 21,376  21,451

  無形固定資産  

   のれん 96  116

   その他 236  144

   無形固定資産合計 333  260

  投資その他の資産  

   その他 3,354  3,741

   貸倒引当金 △59  △61

   投資その他の資産合計 3,294  3,680

  固定資産合計 25,004  25,392

 資産合計 46,654  47,146
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当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９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 7,318  7,371

  短期借入金 4,445  3,759

  未払法人税等 171  273

  賞与引当金 680  503

  役員賞与引当金 －  8

  その他 3,060  6,474

  流動負債合計 15,676  18,391

 固定負債  

  長期借入金 8,369  5,955

  退職給付引当金 3,070  3,050

  役員退職慰労引当金 30  294

  その他 459  175

  固定負債合計 11,929  9,475

 負債合計 27,605  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 3,595  3,660

  自己株式 △1,162  △1,160

  株主資本合計 17,840  17,907

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 582  742

  繰延ヘッジ損益 △13  －

  為替換算調整勘定 94  97

  評価・換算差額等合計 663  839

 少数株主持分 544  533

 純資産合計 19,049  19,280

負債純資産合計 46,654  47,146
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(2) 四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 

(単位:百万円) 

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高  23,115

売上原価  16,775

売上総利益  6,339

販売費及び一般管理費  6,000

営業利益  339

営業外収益  

 受取利息  2

 受取配当金  33

 有価証券売却益  0

 受取保険金  78

 受取賃貸料  72

 その他  99

 営業外収益合計  287

営業外費用  

 支払利息  113

 有価証券売却損  0

 その他  68

 営業外費用合計  181

経常利益  444

特別利益  

 貸倒引当金戻入額  46

 その他  0

 特別利益合計  46

特別損失  

 固定資産処分損  11

 たな卸資産評価損  64

 その他  5

 特別損失合計  80

税金等調整前四半期純利益  410

法人税、住民税及び事業税  154

法人税等調整額  132

法人税等合計  286

少数株主利益  18

四半期純利益  105
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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２四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 410

 減価償却費 707

 のれん償却額 19

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △47

 受取利息及び受取配当金 △35

 支払利息 113

 売上債権の増減額（△は増加） 1,172

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,163

 仕入債務の増減額（△は減少） △52

 賞与引当金の増減額（△は減少） 176

 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） △263

 有価証券売却損益（△は益） △0

 投資有価証券評価損益（△は益） 3

 有形固定資産処分損益（△は益） 11

 未払消費税等の増減額（△は減少） 24

 その他 80

 小計 1,169

 利息及び配当金の受取額 35

 利息の支払額 △123

 法人税等の支払額 △247

 営業活動によるキャッシュ・フロー 833

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 △621

 有形固定資産の売却による収入 7

 投資有価証券の取得による支出 △4

 投資有価証券の売却による収入 2

 無形固定資産の取得による支出 △59

 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

 子会社株式の取得による支出 △0

 短期貸付金の増減額（△は増加） △0

 その他 0

 投資活動によるキャッシュ・フロー △667
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当第２四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 3,700

 長期借入金の返済による支出 △1,166

 社債の償還による支出 △3,500

 自己株式の取得による支出 △3

 配当金の支払額 △170

 短期借入金の純増減額（△は減少） 572

 その他 0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △566

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △401

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 3,126
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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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改

正する内閣府令」(平成20年内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四

半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

 

(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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 
16,457  6,620 36 23,115 －  23,115 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

10  95 702 808 （808） － 

計 16,468  6,716 739 23,924 （808） 23,115 

営業利益 716  241 19 976 （637） 339 

(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13百万円、また、「事務機器関連事

業」の営業利益が12百万円、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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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】 
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当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

 

(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」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) （要約）中間連結損益計算書 

前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 科  目 

金額(百万円) 

Ⅰ 売上高 22,903

16,898Ⅱ 売上原価 

売上総利益 6,005

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,048

営業損失 △42

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息 

２．受取配当金 

３．有価証券売却益 

４．受取保険金 

５．受取賃貸料 

６．その他 

11

34

6

90

56

62

営業外収益合計 261

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 

２．有価証券売却損 

３．その他 

113

1

46

営業外費用合計 161

経常利益 57

Ⅵ 特別利益 

１．固定資産売却益 

２．投資有価証券売却益 

３．その他 

5

245

41

特別利益合計 292

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産処分損 

２．過年度役員退職慰労引当金繰入額 

３．その他 

5

299

48

特別損失合計 353

税金等調整前中間純損失 △4

法人税、住民税及び事業税 

法人税等調整額 

122

△8

法人税等合計 113

少数株主利益 19

中間純損失 △137
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(2) （要約）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４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

区分 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ･フロー  

税金等調整前中間純損失(△) △4

減価償却費 665

のれんの償却額 29

貸倒引当金の増減額(△は減少) △8

賞与引当金の増減額(△は減少) 104

役員賞与引当金の増減額(△は減少) △14

退職給付引当金の増減額(△は減少) △13

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 260

受取利息及び受取配当金 △45

支払利息 113

有価証券売却損益(△は益) △4

投資有価証券売却損益(△は益) △245

投資有価証券評価損(△は益) 13

有形固定資産の処分損益(△は益) △0

売上債権の増減額(△は増加) 2,211 

たな卸資産の増減額(△は増加) △1,190

仕入債務の増減額(△は減少) △807

未払消費税等の増減額(△は減少) 44

その他 △135

小計 976

利息及び配当金の受取額 45

利息の支払額 △119

法人税等の支払額 △203

営業活動によるキャッシュ・フロー 698

Ⅱ 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 △0

有価証券の売買による収支（純額） 4

有形固定資産の取得による支出 △470

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 △42

投資有価証券の取得による支出 △58

投資有価証券の売却による収入 63

連結範囲の変更を伴う 

子会社株式取得による収入 
224

子会社株式取得による支出 △1

短期貸付による増減額(△は増加) 2

長期貸付による支出 △10

関係会社整理による収入 10

営業譲渡による支出 △10

その他 △18

投資活動によるキャッシュ･フロー △304
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前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

区分 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー 

短期借入による純増減額(△は減少) △1,139

長期借入金の借入による収入 1,900

長期借入金の返済による支出 △927

配当金の支払額 △173

自己株式取得による支出 △4

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △345

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 15

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 64

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中間期末残高 3,290
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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】 

 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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 

16,003 6,855 44 22,903 ― 22,903

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

12 29 771 814 (814) ―

計 16,016 6,884 816 23,717 (814) 22,903

営業費用 15,500 6,841 797 23,138 (192) 22,946

営業利益又は営業損失(△) 516 43 18 579 (621) △42

(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】 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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】 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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２四半期連結累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 11,087

事務機器関連事業 3,240

合計 14,328

(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２四半期連結累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ております。 

 

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 10,558 3,567

(注) １ 上記金額には、消費税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２四半期連結累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 16,457

事務機器関連事業 6,620

その他事業 36

合計 23,115

(注) １ 当第２四半期連結累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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