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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 94,821 ― 1,059 ― 1,693 ― 1,062 ―
20年3月期第3四半期 96,885 8.7 3,561 △3.4 4,299 0.7 2,821 23.2

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 17.03 ―
20年3月期第3四半期 45.12 ―

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 92,571 34,514 36.8 554.85
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3四半期  34,073百万円 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  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 121,200 △6.2 560 △85.7 1,000 △79.6 450 △86.0 7.21

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3四半期  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3四半期  1,190,870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3四半期  62,374,078株 20年3月期第3四半期  62,533,076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３四半期連結累計期間の世界経済は、米国発の金融危機が深刻化し、実体経済への波及が一層顕著

となり、世界同時不況の様相が強まりました。日本経済においても、急激な円高や株安、輸出の急減が企

業業績を悪化させ、個人消費や設備投資が低迷するなど、より厳しさを増してきました。 

このような状況の中で、当社グループは引き続く原材料高に対応するため、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、北米を中心とした販売数量の落ち込み

や円高による為替換算の影響により、売上高は948億２千１百万円（前年同期比2.1％減少）となりまし

た。利益面では、販売数量の落ち込みや日本における価格転嫁の遅れが響き、経常利益は16億９千３百万

円（前年同期比60.6％減少）、四半期純利益は10億６千２百万円（前年同期比62.4％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、当第３四半期に入り、景気後退に伴って北米の減少幅が拡大し、比較的

堅調であった日本も減少に転じました。拡大を続けてきたアジアは、景気減速や顧客の在庫調整などに

より、一部の地域を除いて急減しました。売上高は、販売数量の落ち込みに加え、円高による為替換算

の影響を受けた結果、653億４千２百万円（前年同期比2.2％減少）となりました。利益面では、販売数

量の落ち込みや日本における価格転嫁の遅れが響き、営業利益は24億６千３百万円（前年同期比42.6％

減少）となりました。 
  

（印刷用機材事業） 

当第３四半期に入り、印刷製版用材料、印刷製版関連機器ともに、景気後退の影響を受けた結果、売

上高は216億６千３百万円（前年同期比3.2％減少）となりました。利益面では、価格競争の激化や貸倒

費用の増加により、営業利益は３億６千３百万円（前年同期比43.3％減少）となりました。 

  

（その他の事業） 

当第３四半期に入り、記録材料関連品は堅調に推移しましたが、顔料分散技術関連品は景気後退の影

響を受けて計画を下回る水準で推移しました。この結果、売上高は100億１千１百万円（前年同期比

1.7％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３千１百万円（前年同期比91.5％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 66,813 65,342 △1,471 △2.2％ 5.2％ 4,295 2,463 △1,831

印刷用機材 22,368 21,663 △704 △3.2％ △3.2％ 641 363 △277

その他 9,848 10,011 163 1.7％ 4.1％ 368 31 △337

消去又は全社 △2,145 △2,195 △50 ― ─ △1,743 △1,799 △56

合計 96,885 94,821 △2,063 △2.1％ 3.2％ 3,561 1,059 △2,502
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【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） 

当第３四半期に入り、印刷用インキの販売数量は景気後退の影響を受けて低調に推移しました。ま

た、印刷製版用材料や印刷製版関連機器なども低調に推移した結果、売上高は561億７千１百万円（前

年同期比1.0％増加）となりました。利益面では、印刷用インキ事業における販売数量の鈍化や価格転

嫁の遅れに加え、印刷製版関連機器などの収益性の悪化により、営業利益は23億１百万円（前年同期比

31.7％減少）となりました。 

  

（アジア） 

順調であった印刷用インキの販売数量は、当第３四半期に入り、景気減速や顧客の在庫調整などによ

り、一部の地域を除いて急減しました。売上高は、販売数量の鈍化に加え、円高による為替換算の影響

を受けた結果、88億７千３百万円（前年同期比11.3％増加）となりました。利益面では、販売価格の改

定を進めたものの、販売数量の鈍化や円高による為替換算の影響により、営業利益は４億４千９百万円

（前年同期比2.2％増加）となりました。 
  

（北 米） 

景気後退が進み、競争が激化する中、印刷用インキの販売数量は当第３四半期に入ってさらに減少し

ました。売上高は、販売数量の減少に加え、円高による為替換算の影響を受けた結果、259億９千５百

万円（前年同期比11.9％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、２億３千２百万円の営業損失となりました。 
  

（その他） 

当第３四半期に入り、好調であった欧州の印刷用インキの販売数量は、景気後退に加え、スペイン子

会社の火災による影響もあり減少しました。売上高は、販売数量の伸び悩みに加え、円高による為替換

算の影響を受けた結果、56億２百万円（前年同期比4.3％増加）となりました。利益面では、販売数量

の伸び悩みや円高による為替換算の影響により、営業利益は２億２千万円（前年同期比25.6％減少）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 55,591 56,171 580 1.0％ 1.0％ 3,370 2,301 △1,068

アジア 7,969 8,873 903 11.3％ 29.5％ 439 449 9

北米 29,491 25,995 △3,495 △11.9％ △0.3％ 1,127 △232 △1,359

その他 5,374 5,602 228 4.3％ 12.1％ 296 220 △75

消去又は全社 △1,541 △1,822 △280 ― ─ △1,672 △1,680 △7

合計 96,885 94,821 △2,063 △2.1％ 3.2％ 3,561 1,059 △2,502
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当第３四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、時価評価による投資有

価証券の減少により、前連結会計年度末比59億６千５百万円（6.1％）減少の925億７千１百万円となりま

した。 

負債は、借入金が増加したことに加え、当第３四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日であったた

め、仕入債務が増加したことにより、前連結会計年度末比22億５千６百万円（4.0％）増加の580億５千６

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82億２千２百万円（19.2％）減少の345億１千４百万円となりました。 
  

世界各国の経済環境は急激に悪化しております。印刷用インキ事業において、日本、北米での販売数量

の落ち込み、アジアでの販売数量の伸び悩みに加え、現地通貨安による為替換算の影響などにより、売上

高、営業利益、経常利益、当期純利益が前回予想を下回る見込みであります。 

詳細につきましては、平成21年2月6日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」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

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228百万円減少しておりま

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

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45百万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 4,507 4,217

受取手形及び売掛金 38,231 37,614

商品 675 759

製品 5,925 5,819

原材料 3,379 3,177

仕掛品 695 708

その他 1,932 2,178

貸倒引当金 △401 △388

流動資産合計 54,945 54,087

固定資産   

有形固定資産 20,714 21,382

無形固定資産   

のれん 597 4,863

その他 1,289 1,609

無形固定資産合計 1,887 6,473

投資その他の資産   

投資有価証券 11,689 14,328

その他 4,516 3,424

貸倒引当金 △1,181 △1,158

投資その他の資産合計 15,024 16,594

固定資産合計 37,626 44,449

資産合計 92,571 98,537
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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 24,916 22,773

短期借入金 10,229 7,501

1年内返済予定の長期借入金 4,003 3,799

未払費用 2,855 3,391

未払法人税等 232 509

賞与引当金 340 784

その他 2,002 1,975

流動負債合計 44,579 40,737

固定負債   

長期借入金 10,215 11,409

退職給付引当金 2,520 2,500

その他 742 1,151

固定負債合計 13,477 15,061

負債合計 58,056 55,799

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,472 7,472

資本剰余金 5,778 5,744

利益剰余金 26,005 29,715

自己株式 △382 △37

株主資本合計 38,874 42,895

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 249 1,810

繰延ヘッジ損益 4 2

為替換算調整勘定 △5,054 △2,551

評価・換算差額等合計 △4,800 △738

少数株主持分 441 580

純資産合計 34,514 42,737

負債純資産合計 92,571 98,537
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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 94,821

売上原価 75,360

売上総利益 19,460

販売費及び一般管理費 18,401

営業利益 1,059

営業外収益  

受取利息 129

受取配当金 228

持分法による投資利益 439

その他 595

営業外収益合計 1,393

営業外費用  

支払利息 429

その他 329

営業外費用合計 759

経常利益 1,693

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 299

特別損失合計 299

税金等調整前四半期純利益 1,942

法人税、住民税及び事業税 769

法人税等調整額 96

法人税等合計 865

少数株主利益 14

四半期純利益 1,062
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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 1,942

減価償却費 1,928

のれん償却額 228

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56

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） △444

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） 299

受取利息及び受取配当金 △357

支払利息 429

持分法による投資損益（△は益） △439

売上債権の増減額（△は増加） △1,775

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,068

仕入債務の増減額（△は減少） 2,762

その他 △62

小計 2,974

利息及び配当金の受取額 419

利息の支払額 △415

法人税等の支払額 △1,036

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,942

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 △2,436

有形固定資産の売却による収入 117

投資有価証券の取得による支出 △1,407

投資有価証券の売却による収入 1,239

貸付けによる支出 △283

貸付金の回収による収入 360

その他 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,451

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） 3,060

長期借入れによる収入 600

長期借入金の返済による支出 △1,382

配当金の支払額 △750

少数株主への配当金の支払額 △16

自己株式の取得による支出 △349

その他 12

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,174

現金及び現金同等物に係る換算差額 △378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 286

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 4,502

－ 9 －



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 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３四半期連結累計期間

の営業利益が、印刷用インキ事業で67百万円、その他の事業で161百万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
65,326 21,162 8,332 94,821 ― 94,821

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
15 500 1,678 2,195 △2,195 ―

計 65,342 21,663 10,011 97,017 △2,195 94,821

営業利益 2,463 363 31 2,858 △1,799 1,059

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３四半期連結累計期間

において営業利益がアジアで２百万円減少し、営業損失が北米で226百万円増加しております。 
  

【海外売上高】 

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 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
55,398 8,873 24,960 5,590 94,821 ― 94,821

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
773 ─ 1,035 12 1,822 △1,822 ―

計 56,171 8,873 25,995 5,602 96,643 △1,822 94,821

営業利益又は営業損失(△) 2,301 449 △232 220 2,739 △1,680 1,059

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,707 23,067 7,853 40,628

Ⅱ 連結売上高(百万円) 94,821

Ⅲ
連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

10.2 24.3 8.3 42.8

(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) 四半期連結損益計算書  

  

 
  

「参考資料」

(単位：百万円)

科 目

前第３四半期 
連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

売 上 高 96,885

売 上 原 価 74,923

売 上 総 利 益 21,962

販売費及び一般管理費 18,401

営 業 利 益 3,561

営 業 外 収 益 1,294

営 業 外 費 用 556

経 常 利 益 4,299

特 別 利 益 342

税金等調整前四半期純利益 4,641

法 人 税 等 1,787

少 数 株 主 利 益 32

四 半 期 純 利 益 2,821
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(２) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 
  

(単位：百万円)

前第３四半期 
連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19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 4,641

減価償却費 1,933

退職給付引当金の減少額 △34

賞与引当金の減少額 △509

有形固定資産売却益 △342

受取利息及び受取配当金 △387

支払利息 437

持分法による投資利益 △475

売上債権の増加額 △2,405

たな卸資産の増加額 △490

仕入債務の増加額 600

その他 △644

小計 2,322

利息及び配当金の受取額 418

利息の支払額 △429

法人税等の支払額 △1,543

営業活動によるキャッシュ・フロー 767

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 △2,787

有形固定資産の売却による収入 432

投資有価証券の取得による支出 △268

投資有価証券の売却による収入 9

貸付けによる支出 △434

貸付金の回収による収入 538

新規連結子会社の取得による支出 △329

その他 26

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,812

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 2,396

長期借入れによる収入 3,660

長期借入金の返済による支出 △3,787

親会社による配当金の支払額 △750

少数株主への配当金の支払額 △29

その他 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,473

現金及び現金同等物に係る換算差額 95

現金及び現金同等物の増減額 △476

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四半期末残高 3,039

－ 13 －

サカタインクス㈱　(4633)　平成21年３月期　第３四半期決算短信



(３) セグメント情報  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

 
  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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
66,796 21,862 8,225 96,885 ― 96,885

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
16 505 1,622 2,145 △2,145 ―

計 66,813 22,368 9,848 99,030 △2,145 96,885

営業利益 4,295 641 368 5,304 △1,743 3,561

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
54,841 7,969 28,703 5,371 96,885 ― 96,885

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
749 ─ 788 2 1,541 △1,541 ―

計 55,591 7,969 29,491 5,374 98,426 △1,541 96,885

営業利益 3,370 439 1,127 296 5,234 △1,672 3,561
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