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1.  21年1月期の連結業績（平成20年2月1日～平成21年1月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年1月期 25,120 △3.4 △116 ― △84 ― △415 ―
20年1月期 25,994 3.1 635 38.6 702 36.2 198 8.5

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期
純利益

自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年1月期 △19.46 ― △3.5 △0.4 △0.5
20年1月期 9.31 ― 1.6 3.1 2.4

（参考） 持分法投資損益 21年1月期  ―百万円 20年1月期  ―百万円

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1月期 21,643 11,657 53.8 544.92
20年1月期 22,627 12,380 54.6 578.76

（参考） 自己資本   21年1月期  11,639百万円 20年1月期  12,362百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年1月期 641 △1,114 △154 2,477
20年1月期 1,835 △579 △481 3,106

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年1月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 170 85.9 1.4
21年1月期 ― 4.00 ― 2.00 6.00 128 ― 1.1
22年1月期 

（予想） ― 2.00 ― 2.00 4.00 ――― 142.4 ―――

3.  22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期連結累計期間 12,900 △2.3 150 1.5 150 △35.9 70 △37.0 3.28
通期 24,900 △0.9 180 ― 180 ― 60 ― 2.81
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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1月期  21,458,740株 20年1月期  21,458,740株
② 期末自己株式数 21年1月期  98,364株 20年1月期  98,024株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年1月期の個別業績（平成20年2月1日～平成21年1月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年1月期 23,228 △3.5 △124 ― △70 ― △390 ―
20年1月期 24,066 3.5 592 47.1 682 46.4 234 46.5

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

21年1月期 △18.26 ―
20年1月期 10.99 ―

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1月期 21,073 11,616 55.1 543.85
20年1月期 22,074 12,314 55.8 576.51

（参考） 自己資本 21年1月期  11,616百万円 20年1月期  12,314百万円

2.  22年1月期の個別業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期累計期間 11,900 △2.6 110 △4.6 120 △44.6 55 △50.2 2.57
通期 23,000 △1.0 130 ― 150 ― 50 ― 2.34
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１．経営成績及び財政状態 
 

（１）当期の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、上期は原油価格や原材料価格の高騰やサブプライムロー

ン問題に端を発した世界的な金融不安を背景に、設備投資や個人消費の伸び悩みが見られるなど、

景気の減速感が強まる展開で推移いたしました。下期は米国大手金融機関の破綻をきっかけとした

世界的な金融市場の混乱が実体経済に波及したことから、企業の倒産が相次ぎ、また設備投資の抑

制や雇用環境が厳しさを増すなど、急激に悪化の様相が強まってまいりました。 

封筒業界におきましては、原材料価格の上昇に加え、国内景気の悪化によりさらなる販売競争の

激化を招くなど、当社を取り巻く環境もきわめて厳しい状況で推移いたしました。 

このような情勢のもと、当社グループは、「お客様から全幅の信頼を頂ける会社」、「社員全員

が生き生きと働ける会社」という長期ビジョン実現に向け、提案型営業の積極的な展開など、サー

ビス品質の向上によるお客様との継続的な信頼関係の強化や、新製品開発ならびに製品品質の向上

に努めてまいりました。また、内部統制システムの充実に向け、プロジェクトチームによる体制の

整備を進めてまいりました。 

しかしながら、販売面につきましては、選挙関連の需要がなかったことに加え、封筒事業におけ

る通信関連での受注減や予想を上回る価格競争の激化などにより、減収となりました。収益面につ

きましては、労務人件費をはじめとした諸経費の低減に努めましたが、売上の減少に加え、封筒事

業における原材料費の上昇のほか、退職給付費用の負担増や内部統制システムの整備、構築に係る

費用増などにより、営業損失の計上を余儀なくされました。なお、特別利益として投資有価証券売

却益22百万円を、特別損失として投資有価証券評価損２億５百万円、固定資産除却損40百万円等を

計上いたしました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は251億20百万円（前連結会計年度比3.4％減）、営業損失は

１億16百万円（前連結会計年度は営業利益６億35百万円）、経常損失は84百万円（前連結会計年度

は経常利益７億２百万円）、当期純損失は４億15百万円（前連結会計年度は純利益１億98百万円）

となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（封筒事業） 

戦略商品を活用した提案型営業を展開いたしましたが、通信関連での受注減や選挙関連の需要

がなかったことに加え、価格競争の激化により、売上高は202億85百万円（前連結会計年度比

2.9％減）となりました。営業利益は、売上の減少に加え、材料費等の価格上昇の影響により、１

億74百万円（前連結会計年度比75.7％減）となりました。 

 

（メーリングサービス事業） 

選挙関連サービスで培った信頼を活かし、新たなサービスの受託に努め、また収益性改善に向

けた活動を継続して取り組みましたが、選挙関連の需要がなかったことやダイレクトメールの企

画中止・数量減などの需要減により、売上高は26億49百万円（前連結会計年度比13.0％減）、営

業損失は２億95百万円（前連結会計年度は営業損失92百万円）となりました。今後とも当社の戦

略部門として一層の機能強化および体質改善に取り組んでまいります。 

 

（その他の事業） 

情報システム事業における自治体向けの売上が寄与し増収となり、また収益体制へ向けての改

善が進みました。また、子会社においては、封入機の製造販売は増収となりましたが、全般的な

需要減少や価格競争の激化などにより、収益が低下いたしました。この結果、売上高は21億84百

万円（前連結会計年度比6.1％増）、営業損失は17百万円（前連結会計年度は営業損失11百万円）

となりました。 
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（２）財政状態及び経営成績の分析 

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は連結財務諸表に基づいて分析し

た内容であります。 

 

（当連結会計年度における経営成績の分析） 

①売上高 

売上高は、前連結会計年度に比べ８億74百万円（3.4％）減少して251億20百万円となりました。

封筒事業では通信関連からの受注減や選挙関連需要の落込みが、またメーリングサービス事業で

は選挙関連需要の落込みに加え、ダイレクトメールの企画中止や数量減などにより、それぞれ減

収となりました。 

 

②営業損失 

業務改善に取り組み、固定経費の低減を図りましたが、売上の減少に加え、封筒事業における

原材料費の上昇、また退職給付費用の負担増や内部統制の整備、構築に係る費用増などにより収

益性が低下し、当連結会計年度は営業損失１億16百万円（前連結会計年度は営業利益６億35百万

円）となりました。 

 

③経常損失 

受取利息配当金が前連結会計年度に比べ17百万円減少し、また投資有価証券評価損23百万円を

計上したことなどにより、営業外損益は31百万円の純益にとどまったため、当連結会計年度は経

常損失84百万円（前連結会計年度は経常利益７億２百万円）となりました。 

 

④特別利益 

特別利益は、投資有価証券売却益22百万円、貸倒引当金戻入益10百万円などにより、40百万円

となりました。前連結会計年度に比べ３億14百万円減少いたしましたが、これは主に、前連結会

計年度において投資有価証券売却益２億１百万円、当社東京支店の移転に伴う補償金１億27百万

円を計上したことなどによるものであります。 

 

⑤特別損失 

特別損失は、固定資産除却損40百万円、投資有価証券評価損２億５百万円などにより、前連結

会計年度に比べ12百万円減少して２億78百万円となりました。 

 

⑥法人税等 

法人税、住民税及び事業税は、前連結会計年度に比べ３億43百万円減少して42百万円、法人税

等調整額は、同１億27百万円減少して49百万円となりました。 

 

⑦当期純損失 

当期純損失は、４億15百万円（前連結会計年度は純利益１億98百万円）となりました。 

 また、１株当たり当期純損失は、19.46円（前連結会計年度は純利益9.31円）となりました。 
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（当連結会計年度における財政状態の分析） 

①資産 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ９億84百万円（4.4％）減少して216億

43百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億99百万円（5.8％）減少して96億86百万円となりまし

た。現金及び預金は同６億30百万円減少して26億80百万円となりました。また、受取手形及び売

掛金が同62百万円減少して39億20百万円となりました。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ３億84百万円（3.1％）減少して119億56百万円となりま

した。有形固定資産は同84百万円増加して95億23百万円となり、無形固定資産は同41百万円減少

して１億31百万円となりました。これは主に、設備投資額が同４億68百万円増加して10億76百万

円であったことに対し、減価償却費が９億98百万円発生したことなどによるものであります。ま

た、投資その他の資産は同４億28百万円減少して23億１百万円となりました。これは主に、保有

有価証券の売却および時価下落に伴い、投資有価証券が同４億78百万円減少して13億60百万円と

なったことなどによるものであります。 

 

②負債 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ２億61百万円（2.6％）減少して99億85百

万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が同３億24百万円増加して34億67百万円で

あったことに対し、未払法人税等が同２億90百万円減少して26百万円となったほか、賞与引当金

が同１億73百万円減少して４億59百万円、設備関係支払手形が同51百万円減少して72百万円とな

ったことなどによるものであります。なお、有利子負債は同17百万円の増加にとどまり、41億９

百万円となりました。 

 

③純資産 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ７億22百万円（5.8％）減少して116億

57百万円となりました。これは主に、剰余金の配当１億70百万円および当期純損失４億15百万円

により利益剰余金が同５億86百万円減少して90億89百万円となったほか、保有有価証券の売却お

よび時価下落に伴い、その他有価証券評価差額金が同１億36百万円減少して14百万円となったこ

となどによるものであります。 

なお、自己資本比率は同0.9ポイント低下して53.8％となりました。 

 

④キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは６億41百万円の収入、投資活

動によるキャッシュ・フローは11億14百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは１億

54百万円の支出となったため、当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」とい

う。）は、前連結会計年度末に比べ６億28百万円減少して、24億77百万円（前連結会計年度比 

20.2％減）となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の収入は６億41百万円（前連結会計年度比65.1％減）となりました。これ

は主に、資金の増加要因として減価償却費９億98百万円、仕入債務の増加額３億24百万円、資金

の減少要因として税金等調整前当期純損失３億22百万円、賞与引当金の減少額１億73百万円、法

人税等の支払額３億27百万円など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） 

投資活動による資金の支出は11億14百万円（前連結会計年度は５億79百万円の支出）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11億28百万円、無形固定資産の取得による支

出41百万円、投資有価証券の取得による支出２億34百万円、投資有価証券の売却および分配によ
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る収入２億54百万円など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） 

財務活動による資金の支出は１億54百万円（前連結会計年度は４億81百万円の支出）となりま

した。これは主に、短期借入金の純増加額27百万円、長期借入金の純減少額９百万円、配当金の

支払額１億70百万円などによるものであります。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の利益配分につきましては、各事業年度の業績の状況と将来の事業展開を総合的に勘案し、

企業基盤強化のための内部留保にも留意しながら、株主の皆様への安定した配当を継続することを

最重要政策の一つに位置付けております。また、業績に応じまして企業の節目ごとの記念配当等に

も配慮する所存であります。 

当期は連結決算・個別決算とも純損失を計上いたしましたが、配当金につきましては、１株につ

き普通配当６円（うち中間配当４円）といたしました。 

内部留保につきましては、将来にわたる生産設備の効率化や能力増強投資および販売・物流体制

の強化のための資金需要に備え、新規事業分野の開拓等、将来の企業発展に向けての投資に役立て

る方針であります。 

なお、平成22年１月期の配当につきましては、１株につき普通配当４円（うち中間配当２円）を

行う所存であります。 

 

（４）次期の見通しと対処すべき課題 

今後のわが国経済は、世界経済の混乱を背景として輸出は減少を続けると見られ、企業収益や資

金調達環境の悪化、雇用・所得環境の悪化などにより、当面はさらに厳しさを増すものと予想され

ます。 

当業界におきましては、原材料価格の上昇や異業種との競合も含めた販売競争もあり、引き続き

厳しい状況で推移することが予想されます。 

このような状況のもとで当社グループは、販売面ではお客様のニーズに対応した商品の拡販を目

指すとともに、企画・提案力の強化を進め、お客様に満足いただけるサービスを提供してまいりま

す。また収益面では業務改善をさらに推進して労務人件費の抑制を図り、また賃借物件の返却をは

じめとしたコスト削減を徹底するなど、抜本的な収益構造の見直しを実施し、業績回復に向けて早

急に取り組んでまいる所存でございます。 

 

平成22年１月期の連結業績の見通しについては、売上高は249億円（前期比0.9％減）、営業利益

は１億80百万円、経常利益は１億80百万円、当期純利益は60百万円となる見込であります。 
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（５）事業等のリスク 

 決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末（平成21年１月31日）現在に

おいて当社グループが判断したものであります。 

 

①機密情報の取扱について 

当社は、機密情報や個人情報の重要性を自覚し、平成15年10月にプライバシーマークの認証を

取得、また、平成17年８月に情報セキュリティマネジメントシステム（以下、「ＩＳＭＳ」とい

う。）の認証を取得するなど、機密情報や個人情報を含むお客様のデータベースを取り扱う際の

運用については、十分な注意を払っております。 

こうした取り組みにより、機密情報や個人情報が漏洩する可能性は低いと考えておりますが、

何らかの理由により機密情報や個人情報が外部に漏洩した場合には、当社グループの業績に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

 

②製品の欠陥や品質について 

当社グループは徹底した品質管理のもとで製品を製造しておりますが、設計上あるいは製造工

程上での不備により製品の欠陥が生じた場合、損害賠償や売上の低下により当社グループの業績

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

③取引先の信用リスクについて 

当社グループは代販店を含め数多くの取引先と掛売り取引を行っております。当社グループは

市場における信用情報の収集、与信限度の定期的な見直し等を行い、取引先の信用リスクに備え

ておりますが、倒産のような予期せぬ事態により債権回収に支障が発生した場合、当社グループ

の業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

④金利上昇による影響について 

当社は有利子負債の削減に取り組んでおりますが、大幅な金利上昇が生じた場合には、当社グ

ループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤原材料調達の影響について 

原材料の調達については、複数のメーカーから封筒用紙やフィルム材料などを購入し、安定的

な原材料の確保と最適な調達価格の維持に努めております。しかしながら、原油価格の高騰や急

激な需要変化および品質問題などにより、原材料調達がきわめて困難になった場合や購入価格が

著しく変動した場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

⑥郵便制度変更等による影響について 

封筒・メーリングサービスを中心とする当社の業務は、郵便制度と密接な係わりを持っており、

これまでも郵便制度が変更された場合には、それに対応したタイムリーな営業施策により、当社

業績にプラスとなるように努めてまいりましたが、制度変更の内容しだいでは当社グループの業

績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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⑦得意先の購買形態の変化について 

当社における最も主要な営業形態は、東京、大阪圏を中心にしたお客様への直接対面販売であ

りますが、一部のお客様において、コスト削減意識の高まりや購買業務効率化の観点から、イン

ターネットを活用したリバースオークション等の購買形態を採用するケースが出てきております。

このような購買形態が急速に拡大した場合、販売価格の下落やお客様の喪失などにより、当社グ

ループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧季節要因による業績推移について 

当社の販売動向には次の理由により若干の季節変動があります。上半期において、新年度用の

封筒が増える傾向にあること、また株主総会の招集通知用等の封筒が増えることから、業績が上

半期に偏る傾向があります。今後も同様の理由により季節変動が予想されますので、当社グルー

プの業績を判断する際には留意する必要があります。 

最近の２連結会計年度の上半期および下半期の業績推移は次のとおりであります。 

平成20年1月期 平成21年1月期 
項目 

上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 

売上高 (百万円) 13,504 12,489 25,994 13,205 11,914 25,120

構成比 (％) 52.0 48.0 100.0 52.6 47.4 100.0

営業利益又は 

営業損失(△) 
(百万円) 547 88 635 147 △264 △116

構成比 (％) 86.0 14.0 100.0 ― ― 100.0

経常利益又は 

経常損失(△) 
(百万円) 568 133 702 233 △318 △84

構成比 (％) 81.0 19.0 100.0 ― ― 100.0

 

⑨事業の赤字について 

当社が行っておりますメーリングサービス事業においては、依然として価格競争激化に伴う大

口受注品の販売単価低下等により赤字となっております。今後も収支改善を最大のテーマに掲げ、

販売価格および仕入価格の見直し、内部の効率化により収支改善を実現する方向で進めてまいり

ます。この事業は封筒と密接に関係する事業で、当社グループといたしましては今後の発展には

必要な事業と位置付けております。しかしながら、環境が今以上に悪化し、価格競争が想定を大

きく上回った場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。  

 

⑩投資リスクについて 

当社グループの所有する有価証券は、取引金融機関、販売先企業、仕入先企業等、業務上密接

な関係にある企業の株式が大半でありますが、株式市況の動向等によって、当社グループの業績

および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、当連結会計年度末における投資有価証

券（有価証券を含む）の総資産に対する比率は6.5％となっております。 

 

⑪自然災害の影響について 

当社は生産拠点が分散しており、自然災害に強い体質となっています。加えて災害対策や復旧

計画を検討しており想定内の災害には迅速に対応するよう努めております。しかしながら、大規

模な自然災害が発生した場合には甚大な損害を受ける可能性があります。その場合には、製品の

供給体制が確保できなくなり売上の急激な低下がおこり、また修復に多額の費用が発生するため、

当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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⑫システム障害について 

当社は受注から生産、売上までの一貫システムを全社オンライン体制で構築しており、機器の

障害には保守契約でカバーするとともに、短期間の障害であれば、人力でバックアップできる仕

組みを構築しております。しかしながら、大規模災害やインフラ障害などにより復旧に時間を要

する場合は、システムが機能せず当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑬退職給付債務について 

当社は、企業年金基金制度を採用しており、従業員退職給付費用および債務は、割引率等数理

計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収益率に基づいて算出されております。実際の結

果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、その影響は累積され、将来にわ

たって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識される費用および計上される

債務に影響を及ぼします。年金資産の運用成績の低迷および割引率のさらなる低下等の要因によ

り、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 

最近の有価証券報告書（平成20年４月24日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関係会

社の状況」から重要な変更がないため、開示を省略いたします。 

 

 

３．経営方針 

 

（１）経営の基本方針 

当社グループは、各種封筒の製造販売事業とメーリングサービス事業を中核事業として、コンピュー

タ販売等の情報システム事業のほか、子会社による医療機関向け印刷物の製造販売などの関連諸事業を

行っております。 
こうした事業分野において、当社グループでは顧客のニーズを明確に把握し、これを基盤に、常に

よりすぐれた商品、技術、サービスをシステム的に開発提供し、より良き社会の建設に貢献すること

を目指しております。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社は、業績の状況を判断する指標として、経常利益および売上高経常利益率を重要視しておりま

す。国内景気の悪化に伴い需要環境や競争がさらに厳しさを増す中、全社を挙げてコストダウンと競

争力強化に取り組み収益確保を目指してまいります。 

なお、平成 22 年１月期の目標とする経営指標は次のとおりであります。（個別ベース） 

売上高    230 億円 

経常利益  1.5 億円（売上高経常利益率 0.7％） 

 

（３）中・長期的な経営戦略 

当社は、中核である封筒事業を取り巻く経営環境が極めて厳しい状況にあることを自覚し、強固

な事業構造および収益構造を確立するため、封筒を中心とした既存事業分野の再構築とメーリング

サービス事業を中心とした分野の拡充を図っております。 

当社は、長期的なビジョンとして「お客様から全幅の信頼を頂ける会社」および「社員全員が生

き生きと働ける会社」を目指し、それを実現するため、中期ビジョンとして「イノベ－ションを実

行し、コスト競争力向上による収益改善を図る」を掲げ、実現に向けた戦略テーマとして、以下の

３項目を実施いたします。 

    ■構造改革の推進による収益力改善 

    ■生産体制再編によるコスト競争力向上 

    ■イムラ･ブランド構築による顧客信頼度向上 

 

（４）対処すべき課題 

６ページ「１．経営成績及び財政状態（４）通期の見通しと対処すべき課題」に記載のとおりであり

ます。 
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４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成20年１月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年１月31日） 

区分 
注記

番号

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

 （資産の部）  

 Ⅰ 流動資産  

    現金及び預金 3,310  2,680

    受取手形及び売掛金 ※３ 3,983  3,920

    有価証券 －  47

    たな卸資産 1,325  1,348

    繰延税金資産 391  334

    その他 ※１ 1,284  1,374

    貸倒引当金 △   9  △   18

 流動資産合計 10,286 45.5  9,686 44.8

 Ⅱ 固定資産  

  １ 有形固定資産  

     建物及び構築物 ※１ 7,556 7,573 

     減価償却累計額 5,116 2,439 5,305 2,268

     機械装置及び運搬具 ※１ 17,625 18,155 

     減価償却累計額 14,938 2,686 15,470 2,685

     土地 4,053  4,321

     建設仮勘定 125  137

     その他 ※１ 1,056 1,012 

     減価償却累計額 921 134   900 111

 有形固定資産合計 9,438 41.7  9,523 44.0

  ２ 無形固定資産  

     のれん 36  18

     ソフトウェア他 136  113

 無形固定資産合計 172 0.7  131 0.6

  ３ 投資その他の資産  

     投資有価証券 1,838  1,360

     長期前払費用 32  32

     繰延税金資産 191  292

     その他 797  782

     貸倒引当金 △ 130  △  165

 投資その他の資産合計 2,730 12.1  2,301 10.6

 固定資産合計 12,341 54.5  11,956 55.2

 資産合計 22,627 100.0  21,643 100.0
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前連結会計年度 

（平成20年１月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年１月31日） 

区分 
注記

番号

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

 （負債の部）  

 Ⅰ 流動負債  

    支払手形及び買掛金 ※３ 3,142  3,467

    短期借入金 ※１ 1,930  1,957

    １年内返済予定長期借入金 ※１ 1,291  1,102

    未払金 550  551

    未払法人税等 316  26

    賞与引当金 632  459

    設備関係支払手形 ※３ 123  72

    その他 585  470

 流動負債合計 8,574 37.9  8,108 37.4

 Ⅱ 固定負債  

    長期借入金 ※１ 870  1,049

    退職給付引当金 444  461

    役員退職慰労引当金 335  343

    その他 22  22

 固定負債合計 1,673 7.4  1,877 8.7

 負債合計 10,247 45.3  9,985 46.1

     

 （純資産の部）  

 Ⅰ 株主資本  

    資本金 1,197 5.3  1,197 5.5

    資本剰余金 1,363 6.0  1,363 6.3

    利益剰余金 9,675 42.8  9,089 42.0

    自己株式 △  24 △0.1  △   24 △0.1

 株主資本合計 12,211 54.0  11,625 53.7

 Ⅱ 評価・換算差額等  

    その他有価証券評価差額金 150 0.6  14 0.1

 評価・換算差額等合計 150 0.6  14 0.1

   少数株主持分 17 0.1  17 0.1

 純資産合計 12,380 54.7  11,657 53.9

 負債純資産合計 22,627 100.0  21,643 100.0
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(2) 連結損益計算書 

  

前連結会計年度 

（自 平成19年２月１日  

 至 平成20年１月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年２月１日  

 至 平成21年１月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

百分比

（％）

金額 

（百万円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  25,994 100.0  25,120 100.0

Ⅱ 売上原価  19,797 76.2  19,649 78.2

   売上総利益  6,197 23.8  5,471 21.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

   運搬費及び荷造包装費  915 870 

   給与  1,870 1,904 

   賞与引当金繰入額  258 187 

   退職給付費用  117 156 

   法定福利費  310 306 

   役員退職慰労引当金繰入額  31 15 

   減価償却費  161 140 

   貸倒引当金繰入額  6 82 

   その他  1,888 5,561 21.4 1,923 5,587 22.2

   営業利益又は営業損失(△)  635 2.4  △  116 △0.4

Ⅳ 営業外収益   

   受取利息  34 14 

   受取配当金  23 26 

   受取賃貸料  15 12 

   受取手数料  － 18 

   雑収入  72 145 0.6 62 134 0.5

Ⅴ 営業外費用   

   支払利息  52 57 

   手形売却損  7 9 

   投資有価証券評価損  － 23 

   雑損失  18 79 0.3 13 102 0.4

   経常利益又は経常損失(△)  702 2.7  △   84 △0.3

Ⅵ 特別利益   

   投資有価証券売却益  201 22 

   貸倒引当金戻入益  26 10 

   移転補償金  127 － 

   役員退職慰労引当金戻入益  － 354 1.3 7 40 0.2

Ⅶ 特別損失   

   たな卸資産評価損  － 11 

   固定資産売却損 ※１ － 5 

   固定資産除却損 ※２ 100 40 

   減損損失  28 14 

   投資有価証券評価損  161 290 1.1 205 278 1.1

   税金等調整前当期純利益又は 

税金等調整前当期純損失(△) 
 766 2.9  △  322 △1.2

   法人税、住民税及び事業税  385 42 

   法人税等調整額  177 562 2.1 49 91 0.4

   少数株主利益  4 0.0  1 0.0

   当期純利益又は当期純損失(△)  198 0.8  △  415 △1.6
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

（単位：百万円） 

株主資本 
評価・換算 
差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他有価証券 

評価差額金 

少数株主 

持分 
純資産合計

 
平成19年１月31日残高 1,197 1,363 9,647 △24 12,183 520 16 12,720

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当  △170 △170   △170

 当期純利益  198 198   198

 自己株式の取得  △0 △0   △0

 株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
 △369 0 △368

 
連結会計年度中の変動額合計 － － 28 △0 27 △369 0 △340

平成20年１月31日残高 1,197 1,363 9,675 △24 12,211 150 17 12,380

 

 

当連結会計年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日) 

（単位：百万円） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券 

評価差額金 

少数株主 

持分 
純資産合計

 
平成20年１月31日残高 1,197 1,363 9,675 △24 12,211 150 17 12,380

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当  △170 △170   △170

 当期純損失  △415 △415   △415

 自己株式の取得  △0 △0   △0

 株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
 △136 △0 △136

 
連結会計年度中の変動額合計 － － △586 △0 △586 △136 △0 △722
 
平成21年１月31日残高 1,197 1,363 9,089 △24 11,625 14 17 11,657
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前連結会計年度 

（自 平成19年２月１日  

 至 平成20年１月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年２月１日  

 至 平成21年１月31日） 

区分 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 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前
当期純損失(△) 

766 △322 

   減価償却費 958 998 

   減損損失 28 14 

   貸倒引当金の増加額（△減少額） △33 44 

   役員賞与引当金の減少額 △26 － 

   賞与引当金の増加額（△減少額） 0 △173 

   退職給付引当金の増加額（△減少額） △77 17 

   役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） △19 7 

   受取利息及び受取配当金 △58 △41 

   投資有価証券売却益 △201 △22 

   投資有価証券評価損 161 228 

   支払利息 52 57 

   固定資産除却損 100 40 

   売上債権の減少額（△増加額） 106 △4 

   たな卸資産の増加額 △69 △22 

   仕入債務の増加額 321 324 

   その他 △30 △167 

    小計 1,980 978 

   利息及び配当金の受取額 49 48 

   利息の支払額 △52 △58 

   法人税等の支払額 △142 △327 

    営業活動によるキャッシュ・フロー 1,835 641 

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 △431 △1,128 

   有形固定資産の売却による収入 0 0 

   無形固定資産の取得による支出 △8 △41 

   投資有価証券の取得による支出 △377 △234 

   投資有価証券の売却による収入 248 223 

   投資有価証券の分配による収入 26 30 

   関係会社株式の追加取得 △1 － 

   貸付による支出 △0 △1 

   貸付金の回収による収入 1 0 

   定期預金の純増減額 26 △1 

   その他 △62 37 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △579 △1,114 

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 △130 27 

   長期借入れによる収入 1,120 1,515 

   長期借入金の返済による支出 △1,299 △1,524 

   自己株式の取得による支出 △0 △0 

   配当金の支払額 △170 △170 

   少数株主への配当金の支払額 △0 △1 

    財務活動によるキャッシュ・フロー △481 △154 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 774 △628 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,331 3,106 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 3,106 2,477 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

最近の有価証券報告書（平成 20 年４月 24 日提出）における記載から重要な変更がないため、開示

を省略いたします。 

  
会計方針の変更 

 
前連結会計年度 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 21 年１月 31 日) 

（減価償却方法の変更） 

法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律

平成 19 年３月 30 日 法律第６号」及び「法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成 19 年３月 30 日 政令第

83 号」）に伴い、平成 19 年４月１日以後取得の有形固

定資産の減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

この変更により減価償却費が９百万円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ９

百万円減少しております。 

なお、金額僅少により、セグメント情報に与える影響に

ついては、当該箇所への記載を省略しております。 

  

― 

 
表示方法の変更 

  該当事項はありません。 
 
追加情報 

 
前連結会計年度 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 21 年１月 31 日) 

― 当連結会計年度より、平成 19 年３月 31 日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。 

この結果、従来の方法に比べ、営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失がそれぞれ 61 百万円増加して

おります。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成 20 年１月 31 日) 

当連結会計年度 
(平成 21 年１月 31 日) 

※１ 担保資産 

  (1) 流動資産 

    担保提供資産 

その他 312 百万円

    担保資産に対応する債務 

手形債権売却に伴う 
買戻し義務 

312 百万円
 

※１ 担保資産 

  (1) 流動資産 

    担保提供資産 

その他 442 百万円

    担保資産に対応する債務 

手形債権売却に伴う 
買戻し義務 

361 百万円
 

  

  (2) 固定資産 

    担保提供資産 

建物及び構築物 1,869 百万円

機械装置及び運搬具 2,167 百万円

土地 2,205 百万円

合計 6,242 百万円
  

  (2) 固定資産 

    担保提供資産 

建物及び構築物 1,740 百万円

機械装置及び運搬具 2,186 百万円

土地 2,205 百万円

合計 6,132 百万円
  

     上記固定資産のうち工場財団抵当に供してい

る資産 

建物及び構築物 1,818 百万円

機械装置及び運搬具 2,167 百万円

土地 2,136 百万円

合計 6,121 百万円
  

     上記固定資産のうち工場財団抵当に供してい

る資産 

建物及び構築物 1,692 百万円

機械装置及び運搬具 2,186 百万円

土地 2,136 百万円

合計 6,014 百万円
  

    担保資産に対応する債務 

短期借入金 735 百万円

長期借入金(１年以内 
返済予定額を含む) 

1,161 百万円

合計 1,896 百万円
  

    担保資産に対応する債務 

短期借入金 750 百万円

長期借入金(１年以内 
返済予定額を含む) 

1,182 百万円

合計 1,932 百万円
  

     上記債務のうち工場財団抵当に対応する債務

短期借入金 550 百万円

長期借入金(１年以内 
返済予定額を含む) 

986 百万円

合計 1,536 百万円 

     上記債務のうち工場財団抵当に対応する債務

短期借入金 550 百万円

長期借入金(１年以内 
返済予定額を含む) 

1,041 百万円

合計 1,591 百万円 
  

 ２ 保証債務 

  (1) 従業員の住宅取得に基づく金融機関からの借入

金に対して、次のとおり保証を行っておりま

す。 

 27 百万円 

 ２ 保証債務 

  (1) 従業員の住宅取得に基づく金融機関からの借入

金に対して、次のとおり保証を行っておりま

す。 

 17 百万円 
  

  (2) 下記の会社に対して、手形債権売却に伴う買戻

し義務があります。 

クレセール・アセット・フ
ァンディング・コーポレー
ション 

312 百万円

 

  (2) 下記の会社に対して、手形債権売却に伴う買戻

し義務があります。 

クレセール・アセット・フ
ァンディング・コーポレー
ション 

133 百万円

ファンタスティック・ファ
ンディング・コーポレーシ
ョン 

227 百万円
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前連結会計年度 

(平成 20 年１月 31 日) 
当連結会計年度 

(平成 21 年１月 31 日) 

※３          ― ※３ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手形が、期末残高

に含まれております。 

受取手形 24 百万円

支払手形 61 百万円

設備関係支払手形 16 百万円 
  

 
(連結損益計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 21 年１月 31 日) 

※１          ― ※１ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

 

機械装置及び運搬具 0 百万円

その他 5 百万円

合計 5 百万円 
  

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 48 百万円

機械装置及び運搬具 12 百万円

建設仮勘定 1 百万円

その他 7 百万円

ソフトウェア他 31 百万円

合計 100 百万円 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 3 百万円

機械装置及び運搬具 4 百万円

その他 1 百万円

ソフトウェア他 0 百万円

撤去費用 21 百万円

建物原状回復費用 7 百万円

合計 40 百万円 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日) 

１．発行済株式に関する事項 
株式の種類 

前連結会計年度末
株式数 

増加株式数 減少株式数 
当連結会計年度末

株式数 

普通株式（株） 21,458,740 ― ― 21,458,740 

 
２．自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数 
増加株式数 減少株式数 

当連結会計年度末
株式数 

普通株式（株） 97,934 90 ― 98,024 

（変動事由の概要） 

普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

３．配当に関する事項 

 （1） 配当金支払額 

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 

平成 19 年４月 25
日 
定時株主総会 

普通株式 85 4.00
平成 19 年１月 31

日 
平成 19 年４月 26

日 

平成 19 年９月 20
日 
取締役会 

普通株式 85 4.00
平成 19 年７月 31

日 
平成 19 年 10 月 11

日 

 

 （2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

配当の原資
1株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成 20 年４月 23
日 
定時株主総会 

普通株式 85 利益剰余金 4.00 
平成 20 年 
１月 31 日 

平成 20 年
４月 24 日

 



  
株式会社イムラ封筒（3955）平成 21 年１月期 決算短信 

20 

 
当連結会計年度(自 平成 20 年２月１日 至 平成 21 年１月 31 日) 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数 
増加株式数 減少株式数 

当連結会計年度末
株式数 

普通株式（株） 21,458,740 ― ― 21,458,740 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数 
増加株式数 減少株式数 

当連結会計年度末
株式数 

普通株式（株） 98,024 340 ― 98,364 

（変動事由の概要） 

普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

３．配当に関する事項 

 （1） 配当金支払額 

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 

平成 20 年４月 23
日 
定時株主総会 

普通株式 85 4.00
平成 20 年１月 31

日 
平成 20 年４月 24

日 

平成 20 年９月 12
日 
取締役会 

普通株式 85 4.00
平成 20 年７月 31

日 
平成 20 年 10 月 10

日 

 

 （2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

配当の原資
1株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成 21 年４月 22
日 
定時株主総会 

普通株式 42 利益剰余金 2.00 
平成 21 年 
１月 31 日 

平成 21 年
４月 23 日

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 21 年１月 31 日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成 20 年１月 31 日)

現金及び預金勘定 3,310 百万円

預入期間が３か月を超える 
定期性預金 

△204 百万円

現金及び現金同等物 3,106 百万円
  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成 21 年１月 31 日)

現金及び預金勘定 2,680 百万円

預入期間が３か月を超える 
定期性預金 

△202 百万円

現金及び現金同等物 2,477 百万円
  

 

 （開示の省略） 

   デリバティブ取引、関連当事者との取引に関する注記事項については、決算短信における開示の

重要性が大きくないと考えられるため、記載を省略いたします。   
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(リース取引関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 21 年１月 31 日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

借主側 
１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円) 

減損損失 

累計額 

相当額 

(百万円) 

期末残高

相当額 

(百万円)

機械及び 

装置 
422 177 1 243

工具器具 

及び備品 
147 55 ― 92

車両 

運搬具 
5 2 ― 2

合計 575 236 1 337
 

借主側 
１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円) 

減損損失 

累計額 

相当額 

(百万円) 

期末残高

相当額 

(百万円)

機械及び

装置 
608 271 1 336

工具器具

及び備品
93 31 ― 62

車両 

運搬具 
5 3 ― 1

合計 707 306 1 399
 

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

同左 

  

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 101 百万円

１年超 236 百万円

計 337 百万円

  
リース資産減損勘定期末残高 0 百万円 

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 109 百万円

１年超 290 百万円

計 399 百万円

  
リース資産減損勘定期末残高 0 百万円 

  

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

同左 

  

３ 支払リース料、リース資産減損勘定取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料 85 百万円

リース資産減損勘定取崩額 0 百万円

減価償却費相当額 85 百万円

減損損失 ―百万円 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料 124 百万円

リース資産減損勘定取崩額 0 百万円

減価償却費相当額 124 百万円

減損損失 ―百万円 
  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日) 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

区分 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 200 164 △35 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

   ①株式 373 674 301 

   ②その他 10 10 0 

小計 383 685 301 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

   ①株式 364 321 △42 

   ②債券 537 372 △164 

   ③その他 10 9 △0 

小計 912 704 △208 

合計 1,295 1,389 93 

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

248 201 ― 

 

４ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

その他有価証券 
 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 143 

中小企業等投資事業有限責任組合 68 

その他 37 

合計 249 

 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定

額 
 

区分 １年以内(百万円)
１年超５年以内 

(百万円) 
５年超 10 年以内 

(百万円) 
10 年超(百万円) 

満期保有目的の債券 ― ― ― 200 

その他有価証券     

 債券 ― 100 ― 237 

合計 ― 100 ― 437 
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当連結会計年度(自 平成 20 年２月１日 至 平成 21 年１月 31 日) 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

区分 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 200 163 △36 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

   ①株式 337 472 134 

小計 337 472 134 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

   ①株式 297 174 △123 

   ②債券 568 315 △252 

   ③その他 40 23 △16 

小計 906 513 △392 

合計 1,243 985 △258 

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

223 22 0 

 

４ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

その他有価証券 
 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 160 

中小企業等投資事業有限責任組合 47 

その他 13 

合計 221 

 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定

額 
 

区分 １年以内(百万円)
１年超５年以内 

(百万円) 
５年超 10 年以内 

(百万円) 
10 年超(百万円) 

満期保有目的の債券 ─ ─ ─ 200 

その他有価証券     

 債券 200 ─ ─ 450 

合計 200 ─ ─ 650 
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(退職給付関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 21 年１月 31 日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  確定給付型の制度として、当社は企業年金基金制度

を、連結子会社は退職一時金制度を設けておりま

す。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △5,237 百万円

年金資産 4,315 百万円

未積立退職給付債務 △921 百万円

未認識数理計算上の差異 518 百万円

未認識過去勤務債務 △41 百万円

退職給付引当金 △444 百万円 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △5,589 百万円

年金資産 3,421 百万円

未積立退職給付債務 △2,167 百万円

未認識数理計算上の差異 1,706 百万円

未認識過去勤務債務 ―百万円

退職給付引当金 △461 百万円 
  

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 275 百万円

利息費用 124 百万円

期待運用収益 △124 百万円

数理計算上の差異の費用処理額 66 百万円

過去勤務債務の費用処理額 △45 百万円

退職給付費用 296 百万円 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 278 百万円

利息費用 128 百万円

期待運用収益 △94 百万円

数理計算上の差異の費用処理額 120 百万円

過去勤務債務の費用処理額 △41 百万円

退職給付費用 391 百万円 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.5％

期待運用収益率 2.7％

過去勤務債務の額の処理年数 ３年

数理計算上の差異の処理年数 10 年 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.2％

期待運用収益率 2.2％

過去勤務債務の額の処理年数 ３年

数理計算上の差異の処理年数 10 年 
  

 

(ストック・オプション等関係) 

前連結会計年度（自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成 20 年２月１日 至 平成 21 年１月 31 日） 

 該当事項はありません。 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成 20 年１月 31 日) 

当連結会計年度 
(平成 21 年１月 31 日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 17 百万円

 賞与引当金 257 百万円

 未払事業税 27 百万円

 役員退職慰労引当金 136 百万円

 退職給付引当金 164 百万円

 投資有価証券評価損 80 百万円

 ゴルフ会員権評価損 41 百万円

 減損損失 148 百万円

 その他 119 百万円

 評価性引当額 △286 百万円

 繰延税金資産合計 706 百万円

 

 

繰延税金負債 

 特別償却準備金 0 百万円

 その他有価証券評価差額金 122 百万円

 その他 0 百万円

 繰延税金負債合計 123 百万円

 

繰延税金資産の純額 582 百万円 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 25 百万円

 賞与引当金 186 百万円

 未払事業税 2 百万円

 役員退職慰労引当金 139 百万円

 退職給付引当金 187 百万円

 投資有価証券評価損 180 百万円

 ゴルフ会員権評価損 23 百万円

 減損損失 145 百万円

 繰越欠損金 135 百万円

 その他 160 百万円

 評価性引当額 △505 百万円

 繰延税金資産合計 682 百万円

 

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 54 百万円

 その他 0 百万円

 繰延税金負債合計 55 百万円

 

 

繰延税金資産の純額 627 百万円 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

 (調整) 

  交際費等永久に損金に算入 
  されない項目 

2.9％

  受取配当金等永久に益金に 
  算入されない項目 

△0.6％

  住民税均等割 2.5％

  評価性引当額の増加 27.2％

  その他 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

73.4％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

 

税金等調整前当期純損失を計上したため、記載を省

略しております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント】 

前連結会計年度(自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日) 

 

 
封筒事業 
(百万円) 

メーリング
サービス事業
(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) 

Ⅰ 売上高及び営業利益       

  売上高       

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

20,890 3,044 2,059 25,994 ― 25,994 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

614 0 164 778 （778） ― 

計 21,504 3,044 2,223 26,772 （778） 25,994 

  営業費用 20,783 3,136 2,235 26,155 （797） 25,358 

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

720 △92 △11 617 18 635 

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

      

  資産 13,211 1,193 1,255 15,660 6,967 22,627 

  減価償却費 799 110 24 935 23 958 

  資本的支出 483 48 15 547 62 610 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) 封筒事業 

   長形封筒、角形封筒、洋形封筒、窓付き封筒等の各種封筒の製造及び販売 

 (2) メーリングサービス事業 

   ダイレクトメールの企画、製作、封入発送代行 

   冊子類及び各種販売促進用商品等の封入発送 

   データプリントサービス 

 (3) その他の事業 

   オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ及び周辺機器類の販売 

   ソフトウェアの開発 

   医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売 

   不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入 

   機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目にまとめた全社資産(6,967 百万円)の主なものは、親会社での余剰運

用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

４ 資本的支出については、長期前払費用の増加額を含んでおります。 
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当連結会計年度(自 平成 20 年２月１日 至 平成 21 年１月 31 日) 

 

 
封筒事業 
(百万円) 

メーリング
サービス事業
(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) 

Ⅰ 売上高及び営業利益       

  売上高       

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

20,285 2,649 2,184 25,120 ― 25,120 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

611 1 162 775 （775） ― 

計 20,897 2,651 2,347 25,895 （775） 25,120 

  営業費用 20,722 2,946 2,365 26,033 （796） 25,236 

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

174 △295 △17 △137 21 △116 

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

      

  資産 13,279 1,209 1,263 15,752 5,890 21,643 

  減価償却費 841 107 25 974 23 998 

  資本的支出 872 154 12 1,039 40 1,079 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) 封筒事業 

   長形封筒、角形封筒、洋形封筒、窓付き封筒等の各種封筒の製造及び販売 

 (2) メーリングサービス事業 

   ダイレクトメールの企画、製作、封入発送代行 

   冊子類及び各種販売促進用商品等の封入発送 

   データプリントサービス 

 (3) その他の事業 

   オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ及び周辺機器類の販売 

   ソフトウェアの開発 

   医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売 

   不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入 

   機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目にまとめた全社資産(5,890 百万円)の主なものは、親会社での余剰運

用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

４ 資本的支出については、長期前払費用の増加額を含んでおります。 

 

【所在地別セグメント】 

前連結会計年度(自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成 20 年２月１日 至 平成 21 年１月 31 日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成 20 年２月１日 至 平成 21 年１月 31 日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

(企業結合等関係) 

前連結会計年度(自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日) 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成 20 年２月１日 至 平成 21 年１月 31 日) 

 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 21 年１月 31 日) 

１株当たり純資産額 578 円 76 銭 544 円 92 銭

１株当たり当期純利益又
は１株当たり当期純損失 
(△) 

9 円 31 銭 △19 円 46 銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないため、

記載しておりません。 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がなく、かつ

当期純損失を計上しているため、記載し

ておりません。 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度末 

(平成 20 年１月 31 日) 
当連結会計年度末 

(平成 21 年１月 31 日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 12,380 11,657 

普通株式に係る純資産額(百万円) 12,362 11,639 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当た
り純資産額の算定に用いられた普通株式に係る連
結会計年度末の純資産額との差額の主な内訳 

  

少数株主持分(百万円) 17 17 

普通株式の発行済株式数(株) 21,458,740 21,458,740 

普通株式の自己株式数(株) 98,024 98,364 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株) 

21,360,716 21,360,376 

 

２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△) 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成 19 年２月１日
至 平成 20 年１月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 20 年２月１日
至 平成 21 年１月 31 日)

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 198 △415 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△) 
(百万円) 

198 △415 

普通株式の期中平均株式数(株) 21,360,730 21,360,632 
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(重要な後発事象) 

前連結会計年度(自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日) 

固定資産（土地）の取得に関する売買契約の締結 

平成 19 年９月 20 日取締役会決議により、事業の用に供するため、下記のとおり平成 20 年４

月 15 日に土地の取得に関して売買契約を締結いたしました。 

なお、取得対象となる土地は当社奈良新庄工場の賃借地であります。 

契約の内容 

 土地所在地   奈良県葛城市柿本 

 土地面積    8,771.54 ㎡ 

 購入予定価額  264 百万円 

 

当連結会計年度(自 平成 20 年２月１日 至 平成 21 年１月 31 日) 

該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
 

(1) 生産実績 

当連結会計年度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 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

封筒事業 19,964 △3.2 

メーリングサービス事業 1,932 △15.2 

その他の事業 1,478 △2.4 

合計 23,376 △4.3 

(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 

当連結会計年度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。 
 

事業の種類別セグメント 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

封筒事業 20,222 △3.6 974 △6.1 

メーリングサービス事業 2,644 △11.5 82 △5.8 

合計 22,867 △4.6 1,057 △6.0 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他の事業については、子会社が主として見込生産であるため、「受注高」及び「受注残

高」の記載を省略しております。 

 

(3) 販売実績 

当連結会計年度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 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

封筒事業 20,285 △2.9 

メーリングサービス事業 2,649 △13.0 

その他の事業 2,184 6.1 

合計 25,120 △3.4 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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５．財務諸表 

(1） 貸借対照表 

  
第58期 

（平成20年１月31日） 

第59期 

（平成21年１月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

 （資産の部）   

 Ⅰ 流動資産   

    現金及び預金  2,868  2,231

    受取手形 ※３ 594  544

    売掛金  3,209  3,162

    有価証券  －  47

    商品  38  47

    製品  536  482

    原材料  287  387

    仕掛品  238  208

    貯蔵品  48  51

    前払費用  53  64

    預け金 ※１ 312  442

    信託受益権  721  744

    繰延税金資産  376  326

    その他  194  125

    貸倒引当金  △   7  △   17

 流動資産合計  9,473 42.9  8,847 42.0

 Ⅱ 固定資産   

    有形固定資産   

     建物 ※１ 6,918 6,935 

     減価償却累計額  4,670 2,247 4,841 2,093

     構築物 ※１ 460 460 

     減価償却累計額  322 137   335 124

     機械及び装置 ※１ 17,174 17,713 

     減価償却累計額  14,534 2,639 15,065 2,648

     車両運搬具  160 162 

     減価償却累計額  146 13 149 12

     工具器具及び備品  1,021 980 

     減価償却累計額  891 129   872 108

     土地 ※１ 3,864  4,132

     建設仮勘定  130  143

 有形固定資産合計  9,164 41.5  9,264 44.0

    無形固定資産   

     のれん  36  18

     ソフトウェア  114  94

     電話加入権  14  14

     その他  0  0

 無形固定資産合計  166 0.8  128 0.6

   



  

株式会社イムラ封筒（3955）平成 21 年１月期 決算短信 

33 

  
第58期 

（平成20年１月31日） 

第59期 

（平成21年１月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

    投資その他の資産   

     投資有価証券  1,830  1,359

     関係会社株式  590  587

     出資金  13  0

     従業員長期貸付金  0  0

     破産債権・更生債権等  78  106

     長期前払費用  32  31

     敷金・差入保証金  517  485

     諸入会金  67  33

     保険積立金  76  72

     繰延税金資産  182  275

     その他  9  4

     貸倒引当金  △ 129  △  125

 投資その他の資産合計  3,269 14.8  2,833 13.4

 固定資産合計  12,600 57.1  12,225 58.0

 資産合計  22,074 100.0  21,073 100.0
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第58期 

（平成20年１月31日） 

第59期 

（平成21年１月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

 （負債の部）   

 Ⅰ 流動負債   

    支払手形 ※３ 134  197

    買掛金  2,872  3,126

    短期借入金 ※１ 1,750  1,800

    １年内返済予定長期借入金 ※１ 1,291  1,095

    未払金  566  527

    未払費用  343  314

    未払法人税等  306  20

    未払消費税等  74  21

    前受金  32  12

    預り金  105  75

    賞与引当金  606  441

    設備関係支払手形 ※３ 123  72

    その他  0  0

 流動負債合計  8,207 37.2  7,707 36.6

 Ⅱ 固定負債   

    長期借入金 ※１ 870  1,044

    退職給付引当金  349  361

    役員退職慰労引当金  309  321

    その他  22  22

 固定負債合計  1,551 7.0  1,749 8.3

 負債合計  9,759 44.2  9,456 44.9

 （純資産の部）   

 Ⅰ 株主資本   

    資本金  1,197 5.4  1,197 5.7

    資本剰余金   

     資本準備金  1,363 1,363 

 資本剰余金合計  1,363 6.2  1,363 6.5

    利益剰余金   

     利益準備金  299 299 

     その他利益剰余金   

      特別償却準備金  0 － 

      別途積立金  8,810 8,810 

      繰越利益剰余金  516 △   43 

 利益剰余金合計  9,626 43.6  9,065 43.0

    自己株式  △  24 △0.1  △   24 △0.1

    株主資本合計  12,162 55.1  11,601 55.1

 Ⅱ 評価・換算差額等   

    その他有価証券評価差額金  151 0.7  14 0.0

 評価・換算差額等合計  151 0.7  14 0.0

 純資産合計  12,314 55.8  11,616 55.1

 負債純資産合計  22,074 100.0  21,073 100.0
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(2) 損益計算書 

  

第58期 

（自 平成19年２月１日  

 至 平成20年１月31日） 

第59期 

（自 平成20年２月１日  

 至 平成21年１月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

百分比

（％）

金額 

（百万円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  24,066 100.0  23,228 100.0

Ⅱ 売上原価   

   期首製品たな卸高  554 536 

   当期製品製造原価  16,483 16,331 

   期末製品たな卸高  △ 536 △  482 

   期首商品たな卸高  24 38 

   当期商品仕入高  2,082 2,078 

   期末商品たな卸高  △  38 18,569 77.2 △   47 18,454 79.4

   売上総利益  5,496 22.8  4,773 20.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

   運搬費及び荷造包装費  868 825 

   保管料  67 63 

   役員報酬  164 173 

   給与  1,563 1,602 

   賞与  254 232 

   賞与引当金繰入額  238 173 

   法定福利費  272 268 

   企業年金基金掛金  3 － 

   退職給付費用  113 149 

   役員退職慰労引当金繰入額  27 13 

   旅費交通費  111 105 

   地代家賃  350 368 

   支払手数料  121 182 

   減価償却費  173 154 

   貸倒引当金繰入額  6 44 

   その他  564 4,903 20.3 541 4,898 21.1

   営業利益又は営業損失(△)  592 2.5  △  124 △0.5

Ⅳ 営業外収益   

   受取利息  0 0 

   有価証券利息  33 13 

   受取配当金 ※４ 27 31 

   受取賃貸料 ※４ 21 19 

   受取手数料 ※４ － 38 

   雑収入  87 170 0.7 56 158 0.7

Ⅴ 営業外費用   

   支払利息  50 55 

   手形売却損  7 9 

   賃貸費用 ※３ 4 5 

   投資有価証券評価損  － 23 

   雑損失  17 80 0.4 12 105 0.5

   経常利益又は経常損失(△)  682 2.8  △   70 △0.3
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第58期 

（自 平成19年２月１日  

 至 平成20年１月31日） 

第59期 

（自 平成20年２月１日  

 至 平成21年１月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

百分比

（％）

金額 

（百万円） 

百分比

（％）

Ⅵ 特別利益   

   貸倒引当金戻入益  25 9 

   投資有価証券売却益  200 22 

   移転補償金  127 353 1.5 － 32 0.1

Ⅶ 特別損失   

   固定資産売却損 ※１ － 5 

   固定資産除却損 ※２ 98 39 

   減損損失  28 9 

   投資有価証券評価損  160 197 

   関係会社株式評価損  23 310 1.3 23 276 1.2

   税引前当期純利益又は税引前当

期純損失(△) 
 726 3.0  △  314 △1.4

   法人税、住民税及び事業税  362 24 

   法人税等調整額  129 491 2.0 50 75 0.3

   当期純利益又は当期純損失(△)  234 1.0  △  390 △1.7
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(3) 株主資本等変動計算書 

第58期(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

（単位：百万円） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金
資本準備金 利益準備金特別償却

準備金
別途  

積立金
繰越利益
剰余金

自己株式
株主資本

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成19年１月31日 

残高 
1,197 1,363 299 3 8,810 450 △24 12,099 520 12,619

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当  △170 △170  △170

 当期純利益  234 234  234

 特別償却準備金の
取崩し 

 △2 2 －  －

 自己株式の取得  △0 △0  △0

 株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額） 

  △368 △368

事業年度中の変動額
合計 

－ － － △2 － 66 △0 63 △368 △304

平成20年１月31日 

残高 
1,197 1,363 299 0 8,810 516 △24 12,162 151 12,314

 

 

第59期(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日) 

（単位：百万円） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金
資本準備金 利益準備金特別償却

準備金
別途  

積立金
繰越利益
剰余金

自己株式
株主資本

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成20年１月31日 

残高 
1,197 1,363 299 0 8,810 516 △24 12,162 151 12,314

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当  △170 △170  △170

 当期純損失  △390 △390  △390

 特別償却準備金の
取崩し 

 △0 0 －  －

 自己株式の取得  △0 △0  △0

 株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額） 

  △136 △136

事業年度中の変動額
合計 

－ － － △0 － △560 △0 △561 △136 △697

平成21年１月31日 

残高 
1,197 1,363 299 － 8,810 △43 △24 11,601 14 11,616
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重要な会計方針 
 

最近の有価証券報告書（平成 20 年４月 24 日提出）における記載から重要な変更がないため、開示

を省略いたします。 

  
会計方針の変更 

 
第 58 期 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

第 59 期 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 21 年１月 31 日) 

（減価償却方法の変更） 

法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する

法律 平成 19 年３月 30 日 法律第６号」及び

「法人税法施行令の一部を改正する政令 平成 19

年 3 月 30 日 政令第 83 号」）に伴い、平成 19 年

４月１日以後取得の有形固定資産の減価償却の方

法を改正後の法人税法に基づく方法に変更してお

ります。 

この変更により減価償却費が９百万円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ９百万円減少しております。 

― 

  

 

表示方法の変更 

  該当事項はありません。 

 

追加情報 
 

第 58 期 
(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

第 59 期 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 21 年１月 31 日) 

― 当事業年度より、平成 19 年３月 31 日以前に取得

した資産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。 

この結果、従来の方法に比べ、営業損失、経常損

失及び税引前当期純損失がそれぞれ 58 百万円増加

しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
第 58 期 

(平成 20 年１月 31 日) 
第 59 期 

(平成 21 年１月 31 日) 

※１ 担保資産 

  (1) 流動資産 

    担保提供資産 

預け金 312 百万円

    担保資産に対応する債務 

手形債権売却に伴う 
買戻し義務 

312 百万円
 

※１ 担保資産 

  (1) 流動資産 

    担保提供資産 

預け金 442 百万円

    担保資産に対応する債務 

手形債権売却に伴う 
買戻し義務 

361 百万円
 

  

  (2) 固定資産 

    担保提供資産 

建物 1,851 百万円

構築物 17 百万円

機械及び装置 2,167 百万円

土地 2,205 百万円

合計 6,242 百万円

     上記固定資産のうち工場財団抵当に供してい

る資産 

建物 1,800 百万円

構築物 17 百万円

機械及び装置 2,167 百万円

土地 2,136 百万円

合計 6,121 百万円
  

  (2) 固定資産 

    担保提供資産 

建物 1,724 百万円

構築物 15 百万円

機械及び装置 2,186 百万円

土地 2,205 百万円

合計 6,132 百万円

     上記固定資産のうち工場財団抵当に供してい

る資産 

建物 1,676 百万円

構築物 15 百万円

機械及び装置 2,186 百万円

土地 2,136 百万円

合計 6,014 百万円
  

    担保資産に対応する債務 

短期借入金 735 百万円

長期借入金 1,161 百万円

(１年以内返済予定額を含む) 

合計 1,896 百万円

     上記債務のうち工場財団抵当に対応する債務

短期借入金 550 百万円

長期借入金 986 百万円

(１年以内返済予定額を含む) 

合計 1,536 百万円
  

    担保資産に対応する債務 

短期借入金 750 百万円

長期借入金 1,182 百万円

(１年以内返済予定額を含む) 

合計 1,932 百万円

     上記債務のうち工場財団抵当に対応する債務

短期借入金 550 百万円

長期借入金 1,041 百万円

(１年以内返済予定額を含む) 

合計 1,591 百万円
  

 ２ 保証債務 

  (1) 関係会社の仕入債務に対して次のとおり保証を

行っております。 

株式会社タイパック 27 百万円 

 ２ 保証債務 

  (1) 関係会社の仕入債務に対して次のとおり保証を

行っております。 

株式会社タイパック 32 百万円 
  

  (2) 従業員の住宅取得に基づく金融機関からの借入

金に対して次のとおり保証を行っております。

 27 百万円 

  (2) 従業員の住宅取得に基づく金融機関からの借入

金に対して次のとおり保証を行っております。

 17 百万円 
  

  (3) 下記の会社に対して、手形債権売却に伴う買戻

し義務があります。 

クレセール・アセット・ファン
ディング・コーポレーション 

312 百万円

 

  

  (3) 下記の会社に対して、手形債権売却に伴う買戻

し義務があります。 

クレセール・アセット・ファン
ディング・コーポレーション 

133 百万円

ファンタスティック・ファンデ
ィング・コーポレーション 

227 百万円
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第 58 期 

(平成 20 年１月 31 日) 
第 59 期 

(平成 21 年１月 31 日) 

※３          ― ※３ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしております。なお、当期

の末日が金融機関の休日であったため、次の期末

日満期手形が期末残高に含まれております。 

 受取手形 20 百万円

 支払手形 61 百万円

 設備関係支払手形 16 百万円 
  

 
(損益計算書関係) 

 
第 58 期 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

第 59 期 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 21 年１月 31 日) 

※１          ― ※１ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械及び装置 0 百万円

車両運搬具 0 百万円

工具器具備品 5 百万円

計 5 百万円 
  

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 48 百万円

構築物 0 百万円

機械及び装置 11 百万円

車両運搬具 0 百万円

工具器具備品 4 百万円

建設仮勘定 1 百万円

借地権 13 百万円

ソフトウェア 18 百万円

計 98 百万円 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 3 百万円

機械及び装置 4 百万円

工具器具備品 1 百万円

ソフトウェア 0 百万円

撤去費用 21 百万円

建物原状回復費用 7 百万円

計 39 百万円 

  

※３ 賃貸費用のうちには、減価償却費３百万円が含ま

れております。 

※３ 賃貸費用のうちには、減価償却費４百万円が含ま

れております。 

  

※４ 関係会社に係る注記 

   各科目に含まれている、関係会社に対するものは

次のとおりであります。 

受取配当金 3 百万円

受取賃貸料 7 百万円 

※４ 関係会社に係る注記 

   各科目に含まれている、関係会社に対するものは

次のとおりであります。 

受取配当金 4 百万円

受取賃貸料 7 百万円

受取手数料 19 百万円 
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(株主資本等変動計算書関係) 

第 58 期（自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 増加株式数 減少株式数 当事業年度末株式数

普通株式（株） 97,934 90 ― 98,024

（変動事由の概要） 

普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

第 59 期（自 平成 20 年２月１日 至 平成 21 年１月 31 日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 増加株式数 減少株式数 当事業年度末株式数

普通株式（株） 98,024 340 ― 98,364

（変動事由の概要） 

普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
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(リース取引関係) 

 
第 58 期 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

第 59 期 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 21 年１月 31 日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円) 

減損損失 

累計額 

相当額 

(百万円) 

期末残高

相当額

(百万円)

機械及び 

装置 
422 177 1 243

工具器具 

及び備品 
139 54 ― 85

車両 

運搬具 
5 2 ― 2

合計 567 234 1 331
 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円) 

減損損失 

累計額 

相当額 

(百万円) 

期末残高

相当額

(百万円)

機械及び 

装置 
608 271 1 336

工具器具 

及び備品 
85 28 ― 57

車両 

運搬具 
5 3 ― 1

合計 699 303 1 394
 

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

同左 

  

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 99 百万円

１年超 231 百万円

合計 331 百万円

 

リース資産減損勘定期末残高 0 百万円 

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 108 百万円

１年超 286 百万円

合計 394 百万円

 

リース資産減損勘定期末残高 0 百万円 
  

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

同左 

  

３ 支払リース料、リース資産減損勘定取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料 83 百万円

リース資産減損勘定取崩額 0 百万円

減価償却費相当額 83 百万円

減損損失 ―百万円 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料 122 百万円

リース資産減損勘定取崩額 0 百万円

減価償却費相当額 122 百万円

減損損失 ―百万円 
  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

第 58 期(平成 20 年１月 31 日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

第 59 期(平成 21 年１月 31 日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

(税効果会計関係) 
 

第 58 期 
(平成 20 年１月 31 日) 

第 59 期 
(平成 21 年１月 31 日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

   繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 17 百万円

 賞与引当金 246 百万円

 未払社会保険料 28 百万円

 未払事業税 26 百万円

 役員退職慰労引当金 125 百万円

 退職給付引当金 142 百万円

 投資有価証券評価損 80 百万円

 ゴルフ会員権評価損 41 百万円

 減損損失 148 百万円

 その他 81 百万円

 評価性引当額 △256 百万円

 繰延税金資産合計 682 百万円

 

繰延税金負債 

 特別償却準備金 0 百万円

 その他有価証券評価差額金 122 百万円

 繰延税金負債合計 122 百万円

 

繰延税金資産の純額 559 百万円 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

   繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 17 百万円

 賞与引当金 179 百万円

 未払社会保険料 21 百万円

 未払事業税 2 百万円

 役員退職慰労引当金 130 百万円

 退職給付引当金 146 百万円

 投資有価証券評価損 180 百万円

 ゴルフ会員権評価損 23 百万円

 減損損失 143 百万円

 繰越欠損金 102 百万円

 その他 126 百万円

 評価性引当額 △416 百万円

 繰延税金資産合計 656 百万円

 

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 54 百万円

 繰延税金負債合計 54 百万円

 

繰延税金資産の純額 602 百万円 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

 (調整) 

  交際費等永久に損金に算入 
  されない項目 

3.1％

  受取配当金等永久に益金に 
  算入されない項目 

△0.7％

  住民税均等割 2.6％

  評価性引当額の増加 22.0％

  その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

67.7％

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 
 
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略
しております。 
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(企業結合等関係)  

第 58 期（自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

第 59 期(自 平成 20 年２月１日 至 平成 21 年１月 31 日) 

該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 
 

項目 
第 58 期 

(自 平成 19 年２月１日 
至 平成 20 年１月 31 日) 

第 59 期 
(自 平成 20 年２月１日 
至 平成 21 年１月 31 日) 

１株当たり純資産額 576 円 51 銭 543 円 85 銭

１株当たり当期純利益又
は１株当たり当期純損失
(△) 

10 円 99 銭 △18 円 26 銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないため、

記載しておりません。 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

損失については、潜在株式がなく、かつ

当期純損失を計上しているため、記載し

ておりません。  

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
第 58 期末 

(平成 20 年１月 31 日) 
第 59 期末 

(平成 21 年１月 31 日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 12,314 11,616 

普通株式に係る純資産額(百万円) 12,314 11,616 

普通株式の発行済株式数(株) 21,458,740 21,458,740 

普通株式の自己株式数(株) 98,024 98,364 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株) 

21,360,716 21,360,376 

 

２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△) 

項目 
第 58 期 

(自 平成 19 年２月１日
至 平成 20 年１月 31 日)

第 59 期 
(自 平成 20 年２月１日
至 平成 21 年１月 31 日)

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 234 △390 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△) 
(百万円) 

234 △390 

普通株式の期中平均株式数(株) 21,360,730 21,360,632 
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(重要な後発事象) 

第 58 期(自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日) 

固定資産（土地）の取得に関する売買契約の締結 

平成 19 年９月 20 日取締役会決議により、事業の用に供するため、下記のとおり平成 20 年４

月 15 日に土地の取得に関して売買契約を締結いたしました。 

なお、取得対象となる土地は当社奈良新庄工場の賃借地であります。 

契約の内容 

 土地所在地   奈良県葛城市柿本 

 土地面積    8,771.54 ㎡ 

 購入予定価額  264 百万円 

 

第 59 期(自 平成 20 年２月１日 至 平成 21 年１月 31 日) 

該当事項はありません。 
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 役  員 の 異 動  

 
 平成２１年４月２２日開催の定時株主総会後の取締役会において、正式に選任される予定です。 
 

新任執行役員候補 

新 氏   名 現 

執 行 役 員 シ ス テ ム 管 理 部 長 
 わたなべ   きみひろ 
 渡 邊  公 裕 電 算 シ ス テ ム 開 発 室 長

 

以上 




