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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 176,384 ― 11,427 ― 12,407 ― 6,124 ―

20年3月期第3四半期 168,870 3.2 10,431 △16.8 11,204 △16.5 6,353 △16.5

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3四半期 55.18 ―

20年3月期第3四半期 55.78 55.77

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3四半期 181,039 131,879 72.5 1,183.20
20年3月期 185,237 129,263 69.7 1,162.99

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  131,331百万円 20年3月期  129,088百万円

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 ― 12.50 ― 12.50 25.00
21年3月期 ― 12.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 12.50 25.00

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 240,000 5.0 16,700 10.0 17,500 8.4 10,300 17.7 92.80

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  

簡便な会計処理等の適用の具体的内容は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 （２）簡便的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） 

会計基準等改正に伴う変更の具体的内容は、３ページ【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
法等の変更をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．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）および「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
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．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およ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。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、および業績予想の具
体的内容は、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覧下さい。  

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  115,000,000株 20年3月期  115,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,003,162株 20年3月期  4,003,154株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  110,996,846株 20年3月期第3四半期  113,920,694株
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 当第３四半期（平成20年４月１日～12月31日、以下同様）におけるわが国経済は、金融危機にともなう世界経済の

減退、資源価格の乱高下、急激な円高などによる企業収益の悪化に加え、個人消費の低迷もあり、景気後退が顕著に

なってきました。 

 ビジネスフォーム業界におきましては、ＩＴ化に加え経費節減などにより需要量が減少するなか、用紙価格高騰の

影響を受け、経営環境は厳しさを増しました。 

 このような状況のなか、当社グループは、顧客志向の姿勢を徹底した企画提案型の販売活動と新規市場の開拓を推

進するとともに、事業活動全般にわたる効率化・合理化に取り組みました。 

  以上の結果、前同四半期（平成19年４月１日～12月31日、以下同様）に比べ売上高は ％増の 億円、営業利

益は ％増の 億円、経常利益は ％増の 億円、四半期純利益は ％減の 億円となりました。 

  

 セグメント別の状況は下記のとおりです。 

  

 ビジネスフォームでは、ＩＴ化による需要量の減少が続きましたが、フォームマネジメントサービス（帳票類一括

供給管理サービス）や、個人認証用のＩＣカードなどの増加により、微増となりました。 

 ＤＰＳでは、金融業界における法改正や制度変更にともない、通知業務が量的に増加するとともに、パーソナル

化、カラー化が進み、好調に推移いたしました。 

 サプライ品は、環境に配慮した消耗品を積極的に拡販し、堅調に推移いたしました。 

 事務機器関連等につきましては、大型封入封緘機などの販売が寄与したものの、企業の設備投資抑制の影響もあり

微増にとどまりました。 

  

  

 当第３四半期末の財政状態は、資産合計 億円、負債合計 億円、純資産合計が 億円となりました。こ

の結果、自己資本比率は ％となりました。 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得による支出や、仕

入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べ 億円減少し、 億円となりました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 当第３四半期において営業活動の結果得られた資金は、前同四半期に比べ 億円増加し 億円となりました。

これは主に収入では税金等調整前四半期純利益 億円、減価償却費 億円、支出においては仕入債務の減少

億円、法人税等の支払額 億円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 

 当第３四半期において投資活動の結果支出した資金は、前同四半期に比べて 億円減少し 億円となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得による支出 億円、投資有価証券の取得による支出 億円によるものであり

ます。 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期において財務活動の結果支出した資金は、前同四半期に比べて７億円減少し 億円となりまし

た。これは主に配当金の支払額 億円によるものであります。  

  

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 

4.4 1,763

9.6 114 10.7 124 3.6 61

印 刷 事 業 売 上 高 億円 1,380 （対前同四半期 ％増）  5.2

商 品 事 業 売 上 高 億円 383 （対前同四半期 ％増）  1.7

 区分 

前年同四半期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日) 

当第３四半期
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

増減 
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

金額
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額
（百万円）

構成比
（％） 

金額
（百万円）

伸率 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

印刷事業  131,176  77.7  138,048  78.3  6,872  5.2  176,897  77.4

（内ＤＰＳ） (52,628) (31.2) (58,495) (33.2) (5,867) (11.2) (71,505) (31.3)

商品事業  37,694  22.3  38,335  21.7  641  1.7  51,668  22.6

計  168,870  100.0  176,384  100.0  7,514  4.5  228,565  100.0

２．連結財政状態に関する定性的情報 

1,810 491 1,318

72.5

65 233

22 53

107 60 66

59

11 87

81 16

30

27
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 第３四半期の業績については予想通りに推移しており、平成20年４月25日に公表いたしました通期の連結業績予想

の修正はありません。  

  

 該当事項はありません。 

   

簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法において、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．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 

１．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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品（サプライ）・原材料・貯蔵品は主として先

入先出法による原価法、商品（機器）・製品・仕掛品は主として個別法による原価法によっておりましたが、

当第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、商品（サプライ）・原材料・貯蔵品は主として先入先出法による原価法（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り下げの方法）、商品（機器）・製品・仕掛品は主として

個別法による原価法（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り下げの方法）により算定して

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３四半期連結累計期間の営業利益は 百

万円減少しており、税金等調整前四半期純利益は 百万円減少しております。 

３．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、連結決算上必要な修正を行っております。この変

更に伴う営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

  

69

172
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 21,509 27,859

受取手形及び売掛金 45,321 43,343

有価証券 2,424 2,434

商品及び製品 11,417 10,777

仕掛品 1,286 996

原材料及び貯蔵品 2,660 2,822

繰延税金資産 1,206 2,016

その他 3,481 3,263

貸倒引当金 △108 △157

流動資産合計 89,200 93,355

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 48,144 46,477

減価償却累計額 △23,456 △21,138

建物及び構築物（純額） 24,688 25,339

機械装置及び運搬具 71,249 68,273

減価償却累計額 △54,053 △51,446

機械装置及び運搬具（純額） 17,195 16,826

工具、器具及び備品 11,613 11,024

減価償却累計額 △9,688 △9,219

工具、器具及び備品（純額） 1,924 1,804

土地 21,028 20,794

建設仮勘定 2,391 1,561

有形固定資産合計 67,228 66,326

無形固定資産   

のれん 7 41

その他 2,633 2,201

無形固定資産合計 2,640 2,242

投資その他の資産   

投資有価証券 12,515 13,897

繰延税金資産 2,147 1,014

その他 7,468 8,472

貸倒引当金 △161 △71

投資その他の資産合計 21,969 23,312

固定資産合計 91,838 91,881

資産合計 181,039 185,237
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 27,177 33,808

短期借入金 651 525

1年内償還予定の社債 100 －

1年内返済予定の長期借入金 880 －

設備関係支払手形 1,708 2,606

未払法人税等 690 2,644

賞与引当金 2,353 3,968

役員賞与引当金 65 67

その他 11,009 9,353

流動負債合計 44,638 52,974

固定負債   

社債 200 －

長期借入金 1,164 100

退職給付引当金 2,442 1,953

役員退職慰労引当金 380 598

繰延税金負債 176 174

その他 158 172

固定負債合計 4,521 2,999

負債合計 49,159 55,973

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,750 11,750

資本剰余金 9,270 9,270

利益剰余金 115,123 111,784

自己株式 △4,916 △4,916

株主資本合計 131,226 127,888

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 419 1,213

為替換算調整勘定 △314 △13

評価・換算差額等合計 105 1,200

新株予約権 81 71

少数株主持分 466 103

純資産合計 131,879 129,263

負債純資産合計 181,039 185,237
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 176,384

売上原価 136,260

売上総利益 40,124

販売費及び一般管理費 28,696

営業利益 11,427

営業外収益  

受取利息 117

受取配当金 271

負ののれん償却額 92

持分法による投資利益 54

受取技術料 269

その他 394

営業外収益合計 1,200

営業外費用  

支払利息 30

為替差損 65

その他 125

営業外費用合計 220

経常利益 12,407

特別利益  

固定資産売却益 0

その他 0

特別利益合計 1

特別損失  

投資有価証券評価損 1,404

その他 247

特別損失合計 1,651

税金等調整前四半期純利益 10,757

法人税、住民税及び事業税 3,933

法人税等調整額 699

法人税等合計 4,632

少数株主損失（△） △0

四半期純利益 6,124
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 60,210

売上原価 46,686

売上総利益 13,523

販売費及び一般管理費 9,777

営業利益 3,746

営業外収益  

受取利息 24

受取配当金 23

負ののれん償却額 74

持分法による投資利益 29

その他 229

営業外収益合計 381

営業外費用  

支払利息 16

為替差損 62

その他 111

営業外費用合計 190

経常利益 3,937

特別利益  

固定資産売却益 0

その他 0

特別利益合計 0

特別損失  

投資有価証券評価損 1,147

その他 35

特別損失合計 1,182

税金等調整前四半期純利益 2,754

法人税、住民税及び事業税 283

法人税等調整額 853

法人税等合計 1,136

少数株主利益 1

四半期純利益 1,616
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 10,757

減価償却費 6,088

負ののれん償却額 △92

投資有価証券売却損益（△は益） 15

投資有価証券評価損益（△は益） 1,404

貸倒引当金の増減額（△は減少） 50

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,658

受取利息及び受取配当金 △388

支払利息 30

持分法による投資損益（△は益） △54

退職給付引当金の増減額（△は減少） 488

売上債権の増減額（△は増加） △434

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,194

仕入債務の増減額（△は減少） △6,662

未払消費税等の増減額（△は減少） 378

その他 2,196

小計 10,922

利息及び配当金の受取額 417

利息の支払額 △31

法人税等の支払額 △5,972

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,337

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 △95

定期預金の払戻による収入 65

有価証券の売却による収入 16

有形固定資産の取得による支出 △8,140

有形固定資産の売却による収入 2

投資有価証券の取得による支出 △1,645

投資有価証券の売却及び償還による収入 319

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

584

貸付金の回収による収入 195

その他の支出 △2,624

その他の収入 2,555

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,766
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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） △135

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △46

長期借入れによる収入 100

長期借入金の返済による支出 △186

配当金の支払額 △2,774

少数株主への配当金の支払額 △2

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,044

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,529

現金及び現金同等物の期首残高 29,928

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,398
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日） 

（注) １ 事業区分は製品の種類別区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 印刷事業………印刷、加工の製造設備をもって生産される各種製品 

(2) 商品事業………商品販売業、機器販売業、用役サービス他 

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 百万円であります。そ

の主なものは、当社の本社総務部門、経理部門及び情報システム部門等に係る費用であります。 

４．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．（３） ２．に記載のとおり、当第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）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３四半期連結累計期間の印刷事業の営

業利益は 百万円減少しており、商品事業の営業利益は 百万円減少しております。 

（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．（３） ３．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。この変更に伴う営業利益への影響はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計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、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
印刷事業
（百万円） 

商品事業
（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  138,048  38,335  176,384 ―  176,384

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 357  1,121  1,479 (1,479) ― 

計  138,406  39,457  177,864 (1,479)  176,384

営業利益  10,918  1,531  12,450 (1,022)  11,427

1,022

26 43

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成20年６月27日の定時株主総会の決議により剰余金の配当をおこなっております。 

  

（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 配当の原資 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  1,387  12.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金 
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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）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  168,870

Ⅱ 売上原価  130,574

売上総利益  38,295

Ⅲ 販売費及び一般管理費  27,864

営業利益  10,431

Ⅳ 営業外収益  879

１ 受取利息  103

２ 受取配当金  120

３ 特許料収入  256

４ 積立保険返戻金  29

５ 持分法による投資利益  95

６ 負ののれんの償却額  18

７ その他  255

Ⅴ 営業外費用  105

１ 支払利息  27

２ 為替差損  28

３ 期末在庫評価損  28

４ その他  20

経常利益  11,204

Ⅵ 特別利益  71

１ 固定資産売却益  19

２ 投資有価証券売却益  51

Ⅶ 特別損失  248

１ 固定資産除却損  72

２ 固定資産売却損  6

３ 投資有価証券評価損  142

４ 投資有価証券売却損  8

５ その他  17

税金等調整前四半期純利益  11,027

法人税、住民税及び事業税  3,793

法人税等調整額  881

少数株主損失（△） △1

四半期純利益  6,353
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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３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年３月期第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 11,027

減価償却費 4,592

貸倒引当金の純増減額 12

負ののれん償却額 △18

受取利息及び受取配当金 △223

支払利息 27

積立保険返戻益 △29

持分法による投資利益 △95

投資有価証券評価損 142

投資有価証券売却損 8

投資有価証券売却益 △51

固定資産売却損 6

固定資産除却損 72

固定資産売却益 △19

賞与引当金の増減額 △1,513

退職給付引当金の増減額 △410

売上債権の増減額 △949

たな卸資産の増減額 △1,352

仕入債務の増減額 922

未払消費税等の増減額 44

役員賞与引当金の増減額 50

 その他 △2,945

小計 9,299

利息及び配当金の受取額 226

利息の支払額 △26

法人税等の支払額 △6,420

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,079

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入 △483

定期預金の払出 110

有形固定資産の取得による支出 △7,494

有形固定資産の売却による収入 34

投資有価証券の取得による支出 △1,871

投資有価証券の売却及び償還による収入 273

貸付金の実行による支出 △7

貸付金の回収による収入 4

連結子会社の取得に伴う収入または支出 58

その他の投資活動による支出 △1,416

その他の投資活動による収入 916

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,874

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 △250

ファイナンス・リース債務返済による支出 △54

長期借入れによる収入 100

自己株式の取得による支出 △721

自己株式の売却による収入 18

配当金支払額 △2,906

少数株主への配当金支払額 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,820

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △9

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額（△） △10,625

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 34,791

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 24,165
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

（注）１ 各事業の主な製品 

(1) 印刷事業………印刷、加工の製造設備をもって生産される各種製品 

(2) 商品事業………商品販売業、機器販売業、用役サービス他 

２ 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 百万円であります。そ

の主なものは、当社の本社総務部門、経理部門及び情報システム部門等に係る費用であります。 

３ 前連結会計年度まで「その他の事業」としていた事業区分を「商品事業」に名称変更しております。

これによる内容及び金額の変更はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計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、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
印刷事業
（百万円） 

商品事業
（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  131,176  37,694  168,870     ―  168,870

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 335  1,184  1,519 (1,519)     ― 

計  131,511  38,878  170,390 (1,519)  168,870

営業費用  120,678  38,007  158,685 (245)  158,439

営業利益  10,833  871  11,704 (1,273)  10,431

1,273

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 
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