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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 63,116 ― 779 ― 1,258 ― 1,027 ―
20年3月期第2四半期 63,377 11.8 2,138 △2.4 2,664 3.6 1,664 14.9

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 16.43 ―
20年3月期第2四半期 26.62 ―

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 92,280 36,870 39.4 582.16
20年3月期 98,537 42,737 42.8 674.22

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  36,400百万円 20年3月期  42,157百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 12.00

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 126,000 △2.5 1,500 △61.7 2,250 △54.2 1,400 △56.3 22.39

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） 

(注)詳細は、４ページ「【定性的情報・財務諸表等】４．その他」をご覧下さい。  

(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)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。なお、業績予想に関する事項は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
覧下さい。 
(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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)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2四半期  62,601,161株 20年3月期  62,601,161株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  75,824株 20年3月期  74,266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  62,526,194株 20年3月期第2四半期  62,534,442株
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＊前年同期の金額及び前年同期比増減額・増減率は、参考情報として記載しております。 

当第２四半期連結累計期間の世界経済は、サブプライムローン問題の実体経済への波及や、資源高が続

く中で、欧米の景気減速が鮮明になり、世界的に景気の後退懸念が高まりました。日本経済においても、

円高や資源高が企業収益を圧迫し、個人消費や設備投資が力強さを欠くなど、厳しい状況で推移しまし

た。 

このような状況の中で、当社グループは印刷用インキ事業における販売価格の改定や、アジアを中心と

した拡販に取り組みましたが、円高による為替換算の影響を受け、売上高は631億１千６百万円（前年同

期比0.4％減少）となりました。利益面では、日本市場において販売価格の改定が一部に留まり、また、

米国市場において販売数量の減少が響き、経常利益は12億５千８百万円（前年同期比52.8％減少）、四半

期純利益は10億２千７百万円（前年同期比38.3％減少）となりました。 

  

【事業の種類別セグメントの業績】 

  

 
(※)実質増減率：海外連結子会社の為替換算の影響を除いた増減率 

  

（印刷用インキ事業） 

印刷用インキの販売数量は、米国の景気減速の影響を受けたものの、インドネシア、インドなどのア

ジアを中心とした拡販により、順調に推移しました。しかし、円高による為替換算の影響を受けた結

果、売上高は432億６千２百万円（前年同期比0.4％減少）となりました。利益面では、日本市場におけ

る価格転嫁の遅れや、米国市場における販売数量の減少が響き、営業利益は17億３千万円（前年同期比

34.7％減少）となりました。 
  

（印刷用機材事業） 

印刷製版用材料は堅調に推移しましたが、印刷製版関連機器は、景気減速を背景とした設備投資への

慎重な姿勢が影響しました。この結果、売上高は146億７千２百万円（前年同期比1.0％減少）となりま

した。利益面では、貸倒損失が増加したことにより、営業利益は２億５千２百万円（前年同期比37.3％

減少）となりました。 

  

（その他の事業） 

顔料分散技術関連品及び商品の販売が堅調に推移した結果、売上高は67億３千１百万円（前年同期比

3.0％増加）となりました。利益面では、のれん償却額などのコストが増加したことにより、営業利益

は８千６百万円（前年同期比69.6％減少）となりました。 

  

【 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

(単位：百万円)

売上高 営業利益

前期 当期 増減額 増減率 (※)実質 前期 当期 増減額

印刷用インキ 43,444 43,262 △181 △0.4％ 7.9％ 2,650 1,730 △919

印刷用機材 14,820 14,672 △147 △1.0％ △1.0％ 402 252 △150

その他 6,535 6,731 195 3.0％ 5.7％ 285 86 △198

消去又は全社 △1,422 △1,550 △127 ― ─ △1,199 △1,290 △90

合計 63,377 63,116 △260 △0.4％ 5.5％ 2,138 779 △1,358

サカタインクス㈱ (4633) 平成21年３月期 第２四半期決算短信

－ 2 －



【所在地別セグメントの業績】 

 
(※)実質増減率：海外連結子会社の為替換算の影響を除いた増減率 

  

（日 本） 

印刷製版関連機器は低調に推移したものの、印刷用インキの販売数量が堅調に推移した結果、売上高

は374億３千４百万円（前年同期比3.0％増加）となりました。利益面では、印刷用インキの価格転嫁の

遅れや、貸倒損失の増加により、営業利益は15億５千５百万円（前年同期比26.2％減少）となりまし

た。 

  

（アジア） 

経済成長を背景に市場が拡大する中、インドネシア、インドを中心に、印刷用インキの販売数量は順

調に推移しました。しかし、円高による為替換算の影響を受けた結果、売上高は60億６千２百万円（前

年同期比22.5％増加）となりました。利益面では、原材料高の影響はあるものの、数量増効果でカバー

した結果、営業利益は３億４百万円（前年同期比33.2％増加）となりました。  
  

（北 米） 

景気減速や競争激化により、印刷用インキの販売数量は減少しました。また、円高による為替換算の

影響を受けた結果、売上高は168億５千９百万円（前年同期比13.1％減少）となりました。利益面で

は、販売数量が減少する一方、のれん償却額などのコストが増加したことにより、１億３千１百万円の

営業損失となりました。 
  

（その他） 

欧州の印刷用インキの販売数量は好調に推移しましたが、円高による為替換算の影響を受けた結果、

売上高は39億２千６百万円（前年同期比9.4％増加）となりました。また、営業利益は数量増効果によ

り、２億５千１百万円（前年同期比20.8％増加）となりました。 

  

(単位：百万円)

売上高 営業利益

前期 当期 増減額 増減率 (※)実質 前期 当期 増減額

日本 36,348 37,434 1,085 3.0％ 3.0％ 2,106 1,555 △550

アジア 4,950 6,062 1,112 22.5％ 41.8％ 229 304  75

北米 19,393 16,859 △2,534 △13.1％ 0.1％ 773 △131 △904

その他 3,588 3,926 338 9.4％ 18.1％ 208 251 43

消去又は全社 △903 △1,167 △263 ― ─ △1,178 △1,200 △22

合計 63,377 63,116 △260 △0.4％ 5.5％ 2,138 779 △1,358
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、会計基準変更に伴うのれんの減少や、投資有価証券の含み益

の減少により、前連結会計年度末比62億５千６百万円（6.3％）減少の922億８千万円となりました。 

負債は、借入金が増加したものの、未払費用が減少したことにより、前連結会計年度末比３億９千万円

（0.7％）減少の554億９百万円となりました。 

純資産は、会計基準変更に伴う利益剰余金の減少や、評価・換算差額等の減少により、前連結会計年度

末比58億６千６百万円（13.7％）減少の368億７千万円となりました。 
  

当社グループを取り巻く事業環境は、原材料価格の高騰や景気の後退懸念の高まりなど、非常に厳しさ

を増してきております。このような状況の中、平成20年11月４日に業績予想を修正しております。 

具体的な内容につきましては、平成20年11月４日公表の「業績予想の修正および特別損失の発生に関す

るお知らせ」をご覧下さい。 

  

  

該当事項はありません。 

  

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、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場合については、前連結会計年度決算において使

用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。 

また、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認め

られた場合については、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用しております。 
  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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 平成19年３月14

日)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 平成19年

３月14日)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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

国内連結会社は、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、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）が適用され

たことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しております。 

この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

に与える影響は軽微であります。 

２. 連結財政状態に関する定性的情報

３. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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③「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 

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、連結決算上必要な修正を行っており

ます。 

この修正により、期首の利益剰余金が3,949百万円減少しております。また、当第２四半期連結累

計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ136百万円減少しておりま

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。 

④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、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理に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（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半

期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会

計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採用しております。 

この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

に与える影響は軽微であります。 

なお、平成20年３月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  

(追加情報) 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間よ

り、機械装置等の耐用年数を変更しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は、それぞれ29百万円減少しております。 
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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 3,400 4,217

受取手形及び売掛金 37,498 37,614

商品 681 759

製品 6,302 5,819

原材料 3,353 3,177

仕掛品 702 708

その他 2,305 2,178

貸倒引当金 △384 △388

流動資産合計 53,858 54,087

固定資産   

有形固定資産 21,052 21,382

無形固定資産   

のれん 678 4,863

その他 1,381 1,609

無形固定資産合計 2,060 6,473

投資その他の資産   

投資有価証券 12,402 14,328

その他 4,123 3,424

貸倒引当金 △1,217 △1,158

投資その他の資産合計 15,308 16,594

固定資産合計 38,422 44,449

資産合計 92,280 98,537
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,803 22,773

短期借入金 8,802 7,501

1年内返済予定の長期借入金 4,555 3,799

未払費用 2,823 3,391

未払法人税等 526 509

賞与引当金 830 784

その他 1,631 1,975

流動負債合計 41,974 40,737

固定負債   

長期借入金 10,007 11,409

退職給付引当金 2,522 2,500

その他 905 1,151

固定負債合計 13,435 15,061

負債合計 55,409 55,799

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,472 7,472

資本剰余金 5,784 5,744

利益剰余金 26,346 29,715

自己株式 △37 △37

株主資本合計 39,565 42,895

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 898 1,810

繰延ヘッジ損益 4 2

為替換算調整勘定 △4,069 △2,551

評価・換算差額等合計 △3,165 △738

少数株主持分 470 580

純資産合計 36,870 42,737

負債純資産合計 92,280 98,537
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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 63,116

売上原価 49,935

売上総利益 13,181

販売費及び一般管理費 12,401

営業利益 779

営業外収益  

受取利息 84

受取配当金 128

持分法による投資利益 284

その他 408

営業外収益合計 906

営業外費用  

支払利息 288

その他 140

営業外費用合計 428

経常利益 1,258

特別利益  

投資有価証券売却益 548

特別利益合計 548

特別損失  

投資有価証券評価損 121

特別損失合計 121

税金等調整前四半期純利益 1,685

法人税、住民税及び事業税 641

法人税等調整額 △4

法人税等合計 637

少数株主利益 21

四半期純利益 1,027
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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 1,685

減価償却費 1,264

のれん償却額 151

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23

賞与引当金の増減額（△は減少） 45

投資有価証券売却損益（△は益） △548

投資有価証券評価損益（△は益） 121

受取利息及び受取配当金 △213

支払利息 288

持分法による投資損益（△は益） △284

売上債権の増減額（△は増加） △476

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,105

仕入債務の増減額（△は減少） 308

その他 △620

小計 702

利息及び配当金の受取額 272

利息の支払額 △288

法人税等の支払額 △605

営業活動によるキャッシュ・フロー 81

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 △1,767

有形固定資産の売却による収入 112

投資有価証券の取得による支出 △818

投資有価証券の売却による収入 1,239

貸付けによる支出 △220

貸付金の回収による収入 264

その他 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,213

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） 1,378

長期借入金の返済による支出 △500

配当金の支払額 △375

少数株主への配当金の支払額 △16

その他 27

財務活動によるキャッシュ・フロー 514

現金及び現金同等物に係る換算差額 △202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △820

現金及び現金同等物の期首残高 4,212

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

3

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,395
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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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)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。
  

該当事項はありません。 
  

  

【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） 
  

 
(注) １ 事業区分は、製商品系列別区分によっております。 

２ 各事業部門の主要取扱品目 

 
３ 会計処理の方法の変更 

(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.その他(３) ③」に記載の通り、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、当第２四半期連結累計期間

の営業利益が、印刷用インキ事業で30百万円、その他の事業で106百万円それぞれ減少しております。 
  

(４) 継続企業の前提に関する注記

(５) セグメント情報

印刷用 

インキ事業 

(百万円)

印刷用 

機材事業 

(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

 (1) 外部顧客に対する 

売上高
43,251 14,247 5,617 63,116 ― 63,116

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
11 424 1,113 1,550 △1,550 ―

計 43,262 14,672 6,731 64,667 △1,550 63,116

営業利益 1,730 252 86 2,070 △1,290 779

部門 主要取扱品目

印刷用インキ 
事業

製品
新聞用インキ、オフセット用インキ、段ボール・紙袋用インキ、包装用グラ
ビアインキ、金属用インキ

印刷用機材 
事業

商品 製版用感材及び印刷用版材等の印刷製版用材料、印刷製版関連機器

その他の事業

製品 記録材料関連品、顔料分散技術関連品、大型ディスプレイの製作

商品 電子情報関連機器、色彩関連機器、化成品
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【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） 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……中国、インドネシア、マレーシア、インド、ベトナム 

(2) 北米………米国、カナダ 

(3) その他……スペイン、英国、フランス、ルクセンブルク 

３ 会計処理の方法の変更 

(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.その他(３) ③」に記載の通り、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、当第２四半期連結累計期間

の営業利益が、アジアで１百万円、北米で135百万円それぞれ減少しております。 
  

【海外売上高】 

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） 
  

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……中国、インドネシア、マレーシア、インド、ベトナム 

(2) 北米………米国、カナダ 

(3) その他……スペイン、英国、フランス、メキシコ 

  

「【定性的情報・財務諸表等】４.その他(３) ③」に記載の通り、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、在外子会社におけるのれんの償却を行っ

たこと等により、従来の方法によった場合に比べて、期首の利益剰余金が3,949百万円減少しておりま

す。 

日本 

(百万円)

アジア 

(百万円)

北米 

(百万円)

その他 

(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
36,831 6,062 16,301 3,921 63,116 ― 63,116

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
603 ─ 558 5 1,167 △1,167 ―

計 37,434 6,062 16,859 3,926 64,283 △1,167 63,116

営業利益又は営業損失(△) 1,555 304 △131 251 1,980 △1,200 779

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,600 15,060 5,471 27,132

Ⅱ 連結売上高(百万円) 63,116

Ⅲ
連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

10.4 23.9 8.7 43.0

(６) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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  

  

 
  

「参考資料」

(単位：百万円)

科 目
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)

売 上 高 63,377

売 上 原 価 49,001

売 上 総 利 益 14,375

販売費及び一般管理費 12,237

営 業 利 益 2,138

営 業 外 収 益 866

営 業 外 費 用 340

経 常 利 益 2,664

特 別 損 益 ─

税金等調整前中間純利益 2,664

法 人 税 等 976

少 数 株 主 利 益 22

中 間 純 利 益 1,664
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(２) (要約) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 
  

(単位：百万円)

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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 2,664

減価償却費 1,264

貸倒引当金の減少額 △64

退職給付引当金の減少額 △38

賞与引当金の減少額 △4

役員賞与引当金の減少額 △39

受取利息及び受取配当金 △235

支払利息 273

持分法による投資利益 △308

売上債権の増加額 △1,924

たな卸資産の増加額 △386

仕入債務の増加額 384

その他 △1,080

小計 504

利息及び配当金の受取額 267

利息の支払額 △267

法人税等の支払額 △991

営業活動によるキャッシュ・フロー △486

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 △2,248

有形固定資産の売却による収入 5

投資有価証券の取得による支出 △267

貸付けによる支出 △351

貸付金の回収による収入 380

新規連結子会社の取得による支出 △329

その他 39

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,771

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 2,902

長期借入れによる収入 2,000

長期借入金の返済による支出 △2,029

親会社による配当金の支払額 △375

少数株主への配当金の支払額 △29

その他 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,455

現金及び現金同等物に係る換算差額 112

現金及び現金同等物の増減額 △690

現金及び現金同等物の期首残高 3,516

現金及び現金同等物の中間期末残高 2,826
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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） 

  

 
  

【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） 

  

印刷用 

インキ事業 

(百万円)

印刷用 

機材事業 

(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

 (1) 外部顧客に対する 

売上高
43,433 14,463 5,480 63,377 ― 63,377

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
11 357 1,054 1,422 △1,422 ―

計 43,444 14,820 6,535 64,800 △1,422 63,377

営業利益 2,650 402 285 3,338 △1,199 2,138

日本 

(百万円)

アジア 

(百万円)

北米 

(百万円)

その他 

(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
35,842 4,950 18,997 3,588 63,377 ― 63,377

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
506 ─ 396 0 903 △903 ―

計 36,348 4,950 19,393 3,588 64,281 △903 63,377

営業利益 2,106 229 773 208 3,316 △1,178 2,138
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