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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 34,086 ― 1,655 ― 1,627 ― 898 ―
20年3月期第3四半期 34,693 5.8 3,393 3.6 3,387 2.4 1,765 △19.9

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3四半期 72.00 ―
20年3月期第3四半期 141.51 141.51

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 49,717 28,868 51.5 2,052.58
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3四半期  25,612百万円 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 ― 13.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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  有   

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 41,200 △8.6 1,210 △70.8 1,120 △73.0 △250 ― △20.03

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）  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。  

(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。 
 
平成20年10月31日に発表いたしました通期連結業績予想は、本資料において修正しております。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 1 社 （社名 杭州経済技術開発区杭華油墨化学有限公司 ）

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3四半期  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3四半期  28,063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3四半期  12,478,268株 20年3月期第3四半期  12,478,802株



  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速

から、世界的な経済の減速に至りました。住宅着工件数の減少や企業の設備投資の減少、雇用環境の悪化などわが

国経済の減速も顕著に現れてきました。また、後半は、欧米の金融機関の破綻など金融システムの不安が表面化

し、株式市場の暴落、為替相場では円が独歩高となり企業収益を押し下げる要因となり、益々経済は混迷感が強く

なってきております。 

 また、当社グループが事業展開しておりますアジア地域におきましても、経済成長率の鈍化、競合他社との価格

競争の影響が収益の圧迫要因となりました。日本国内におきましても、原油価格の高騰により原料価格の上昇が続

きました。国内・海外とも原料価格の高騰を販売単価に転嫁しておりますが、当社グループの主要な需要先であり

ます印刷業界におきましても、印刷需要の減少、製紙業界の紙の値上げ等経営は非常に厳しくなっており、全てを

受入れてもらえる状態にはありません。 

  その結果、当第３四半期累計期間の連結業績については、売上高340億86百万円（前年同期比1.7％減）、営業利

益16億55百万円（前年同期比51.2％減）、経常利益は16億27百万円（前年同期比52.0％減）、第３四半期純利益に

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２億99百万円

（前年同期２億18百万円の為替差損）を計上したことにより、８億98百万円（前年同期比49.1％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、競合他社との価格競争の影響や、第３四半期末時点での為替相場の円高により、現地

通貨から円転時の換算額が下がりました。また、原油価格の高騰による原料原価の上昇が続き、売上高及び営業

利益はマイナスを余儀なくされました。 

   この結果、売上高は322億57百万円（前年同期比2.2％減）、営業利益は26億４百万円（前年同期比36.3％減）

となりました。 

  ② 合成樹脂部門 

   売上高は18億96百万円（前年同期比5.4％増）、営業利益は80百万円（前年同期比40.6％減）となりました。 

  ③ その他の部門 

   売上高は43百万円（前年同期比0.7％増）、営業利益は335千円（前年同期比95.6％減）となりました。 

※ 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。従いまして、当第３四半期連結累

計期間の損益計算書と前年同期の連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考

として記載しております。 

 (１）当第３四半期末の資産、負債、資本の状況 

   総資産は、前連結会計年度末に比べて４億52百万円増加し、497億17百万円となりました。これは前連結会計

年度末に比べて投資有価証券が４億18百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が６億29百万円、商品及び製

品が２億38百万円増加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15億８百万円増加し、208億48百万円となりました。これは前連結会計年

度末に比べて未払法人税等が６億40百万円、仮受金（流動負債その他）が５億16百万円減少しましたが、支払手

形及び買掛金が10億52百万円、短期借入金が14億55百万円及びリース負債（固定負債その他）が１億42百万円増

加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10億55百万円減少し、288億68百万円となりました。これは前連結会計

年度末に比べて利益剰余金が６億28百万円増加しましたが、その他有価証券評価差額金が２億44百万円及び為替

換算調整勘定が14億48百万円減少したことが主な要因であります。 

 (２）当第３四半期のキャッシュ・フローの概況 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第３四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は５億70百万円となりました。 

  これは主に税金等調整前四半期純利益14億80百万円の計上、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12億29百万円の非資金項目による増加要因があった一方、たな卸資産の増加額５億３百万円及

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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び法人税等の支払額12億57百万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３四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は11億99百万円となりました。 

    これは主にＵＶ工場及び大阪支店建設費用等の有形固定資産の取得による支出20億10百万円によるものです。

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第３四半期連結累計期間の財務活動の結果得られた資金は10億85百万円となりました。 

    これは主に短期借入金の純増加額14億89百万円があった一方、配当金の支払額３億19百万円及び少数株主への

配当金の支払額97百万円を反映したものであります。 

    以上の結果、当第３四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３億28百万円減少

し、43億99百万円となりました。  

最近の業績動向を踏まえ、平成20年10月31日にて発表いたしました平成21年３月期の連結業績予想を修正して

おります。 

 詳細は、本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

杭華油墨化学有限公司（当社の連結子会社）を吸収合併存続会社、杭州経済技術開発区杭華油墨化学有限公司

（当社の連結子会社）を吸収合併消滅会社とする吸収合併 

   

（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３四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 

 当社及び一部の連結子会社の税金費用については、当第３四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．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）及び「リース取引に関する会計基準
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の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第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、引き続き通常の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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は1億44百万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。  

⑤追加情報 

・耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を９年としておりましたが、第１四半期連結

会計期間より８年に変更を行っております。 

 この変更は、平成20年度の税制改正を契機に耐用年数を見直したことによるものであります。 

 これにより、当第３四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22

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 5,286 5,615

受取手形及び売掛金 16,070 15,441

有価証券 － 0

商品及び製品 3,804 3,565

仕掛品 314 426

原材料及び貯蔵品 2,427 2,301

その他 1,171 928

貸倒引当金 △175 △176

流動資産合計 28,899 28,103

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,837 13,857

機械装置及び運搬具 13,015 13,043

土地 5,846 6,110

その他 3,795 3,824

減価償却累計額 △18,984 △19,193

有形固定資産合計 17,511 17,641

無形固定資産   

のれん 16 20

その他 148 156

無形固定資産合計 164 176

投資その他の資産   

投資有価証券 1,921 2,339

その他 1,363 1,103

貸倒引当金 △142 △99

投資その他の資産合計 3,141 3,342

固定資産合計 20,818 21,160

資産合計 49,717 49,264
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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 10,164 9,112

短期借入金 5,990 4,534

1年内返済予定の長期借入金 101 48

1年内償還予定の社債 10 10

未払法人税等 33 674

賞与引当金 268 507

役員賞与引当金 44 76

その他 2,797 3,052

流動負債合計 19,409 18,015

固定負債   

社債 25 30

長期借入金 69 146

退職給付引当金 691 656

役員退職慰労引当金 404 372

その他 247 119

固定負債合計 1,438 1,325

負債合計 20,848 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 23,259 22,630

自己株式 △48 △48

株主資本合計 27,330 26,702

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 317 562

為替換算調整勘定 △2,035 △587

評価・換算差額等合計 △1,718 △25

少数株主持分 3,256 3,247

純資産合計 28,868 29,924

負債純資産合計 49,717 49,264
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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 34,086

売上原価 26,998

売上総利益 7,088

販売費及び一般管理費 5,432

営業利益 1,655

営業外収益  

受取利息 77

受取配当金 47

持分法による投資利益 7

その他 83

営業外収益合計 215

営業外費用  

支払利息 108

為替差損 88

その他 46

営業外費用合計 243

経常利益 1,627

特別利益  

固定資産売却益 192

その他 48

特別利益合計 240

特別損失  

固定資産売却損 1

固定資産除却損 61

為替差損 299

その他 25

特別損失合計 387

税金等調整前四半期純利益 1,480

法人税等 575

少数株主利益 5

四半期純利益 898
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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 1,480

減価償却費 1,229

持分法による投資損益（△は益） △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 32

賞与引当金の増減額（△は減少） △239

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26

貸倒引当金の増減額（△は減少） 154

受取利息及び受取配当金 △124

支払利息 108

有形固定資産売却損益（△は益） △190

有形固定資産除却損 41

その他の特別損益（△は益） 299

売上債権の増減額（△は増加） △1,164

たな卸資産の増減額（△は増加） △503

仕入債務の増減額（△は減少） 1,083

その他 △405

小計 1,806

利息及び配当金の受取額 121

利息の支払額 △99

法人税等の支払額 △1,257

営業活動によるキャッシュ・フロー 570

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 △1,583

定期預金の払戻による収入 1,540

有形固定資産の取得による支出 △2,010

有形固定資産の売却による収入 273

無形固定資産の取得による支出 △11

投資有価証券の取得による支出 △13

保険積立金の積立による支出 △41

その他 647

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,199

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） 1,489

長期借入金の返済による支出 △36

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 △319

少数株主への配当金の支払額 △97

その他 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,085

現金及び現金同等物に係る換算差額 △784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △328

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 4,399
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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（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

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） 

 （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．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、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、「東南アジア」の当第３四半期連結累計期間の営業利

益は１億44百万円減少しております。 

４．追加情報 

  「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）⑤に記載のとお

り、第１四半期連結会計期間より機械装置の一部の耐用年数について変更をしております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の当第３四半期連結累計期間の営業利益は22

百万円減少しております。 

  

 （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）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〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  21,531  12,555  34,086 －  34,086

  (2)セグメント間の内部売上高又は振替高  2,853  584  3,438  (3,438) －

計  24,384  13,140  37,525  (3,438)  34,086

営業利益  2,303  378  2,681  (1,026)  1,655

〔海外売上高〕 

    東南アジア その他の地域 計

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) 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  12,903  1,616  14,519

Ⅱ 連結売上高（百万円）      34,086

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 37.9  4.7  42.6

（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。  



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（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

３四半期） 

当四半期 

（平成21年３月期

第３四半期） 

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  34,693  34,086  △606  △1.7  45,059

Ⅱ 売上原価  26,056  26,998  942  3.6  33,789

  売上総利益  8,637  7,088  △1,549  △17.9  11,270

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,243  5,432  188  3.6  7,130

  営業利益  3,393  1,655  △1,737  △51.2  4,140

Ⅳ 営業外収益  197  215  18  9.4  320

  受取利息及び配当金  139  124  △14  △10.6  172

  その他  57  91  33  57.5  147

Ⅴ 営業外費用  202  243  40  20.1  319

  支払利息  82  108  25  30.9  109

  その他  119  135  15  12.7  210

  経常利益  3,387  1,627  △1,760  △52.0  4,140

Ⅵ 特別利益  35  240  204  570.1  15

  固定資産売却益  16  192  175  －  15

  その他  19  48  28  149.4  －

Ⅶ 特別損失  259  387  128  49.5  482

  為替差損  218  299  81  37.4  423

  その他  41  88  47  113.8  58

 税金等調整前四半期純利益  3,164  1,480  △1,684  △53.2  3,674

 法人税等合計  1,153  575  △577  △50.1  1,215

 少数株主利益（控除）  245  5  △239  △97.6  301

 四半期純利益  1,765  898  △867  △49.1  2,157



（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３四半期） 

当四半期 

（平成21年３月期 

第３四半期） 

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  3,164  1,480  3,674

  減価償却費  1,071  1,229  1,505

  その他の特別損益（△は益）  218  299  423

  売上債権の増減額（△は増加）  △1,867  △1,164  △26

  たな卸資産の増減額（△は増加）  △421  △503  △628

  仕入債務の増減額（△は減少）  1,224  1,083  200

  その他  △672  △618  △374

    小計  2,716  1,806  4,774

  法人税等の支払額  △1,143  △1,257  △1,176

  その他  48  21  46

  営業活動によるキャッシュ・フロー  1,621  570  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  △1,298  △2,010  △2,482

  有形固定資産の売却による収入  20  273  20

  仮受金の収入  1,392  －  1,386

  その他  314  537  372

  投資活動によるキャッシュ・フロー  429  △1,199  △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）  △1,317  1,489  △2,018

  長期借入れによる収入  96  －  86

  長期借入金の返済による支出  △132  △36  △134

  配当金の支払額  △319  △319  △324

  少数株主への配当金の支払額  △334  △97  △324

  その他  220  48  267

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,787  1,085  △2,447

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △63  △784  △139

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  199  △328  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  4,571  4,399  4,728



前年同四半期（平成19年４月１日～平成19年12月31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。 

前年同四半期（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

 （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9億44百万円であり、その主なも

のは親会社の人事・経理部門の管理部門に掛かる費用であります。 

   

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  21,650  13,042  34,693  －  34,693

  (2)セグメント間の内部売上高又は振替高  2,879  558  3,438  (3,438) －

計  24,530  13,601  38,132  (3,438)  34,693

営業費用  21,458  12,329  33,788  (2,487)  31,300

営業利益  3,071  1,272  4,344  (950)  3,393

〔海外売上高〕 

前年同四半期（平成19年４月１日～平成19年12月31日）  

 （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。 

  東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  12,858  1,436  14,295

Ⅱ 連結売上高（百万円）     34,693

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  37.1  4.1  41.2
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