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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3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3月期 121,006 △6.4 759 △80.6 1,465 △70.1 830 △74.1
20年3月期 129,219 8.5 3,915 △11.0 4,909 △3.8 3,205 6.0

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3月期 13.40 ― 2.3 1.6 0.6
20年3月期 51.27 ― 7.6 5.0 3.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  515百万円 20年3月期  585百万円

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3月期 81,036 30,662 37.5 501.67
20年3月期 98,537 42,737 42.8 674.22

（参考） 自己資本   21年3月期  30,363百万円 20年3月期  42,157百万円

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3月期 2,981 △3,658 1,068 3,673
20年3月期 2,392 △3,572 1,623 4,212

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3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 750 23.4 1.8
21年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 738 89.6 2.0
22年3月期 

（予想）
― 6.00 ― 6.00 12.00 51.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

57,000 △9.7 800 2.6 1,000 △20.5 700 △31.9 11.57

通期 114,000 △5.8 1,800 136.9 2,000 36.5 1,400 68.6 23.13

－ 1 －
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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  

新規  -社 (社名          )   除外  -社 (社名          ) 

(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） 

(注) 詳細は、15ページ「(６) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、18ページ「(７) 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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益 (連結) の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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  2,076,316株 20年3月期  74,266株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3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3月期 66,871 △3.3 72 △94.0 1,579 △41.4 383 △79.3
20年3月期 69,171 4.3 1,210 △35.0 2,693 △17.1 1,850 △10.8

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3月期 6.18 ―
20年3月期 29.60 ―

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 71,386 34,929 48.9 577.11
20年3月期 77,523 37,986 49.0 607.52

（参考） 自己資本 21年3月期  34,929百万円 20年3月期  37,986百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、
実際の実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５ページをご覧下さい。 

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

33,000 △4.6 350 496.1 800 3.2 500 322.7 8.26

通期 65,400 △2.2 800 ― 1,800 14.0 1,100 187.2 18.17

－ 2 －



当連結会計年度の世界経済は、第２四半期までは原油を始めとした資源価格が急騰し、欧米の景気減

速が鮮明になり、第３四半期以降は米国発の金融危機が深刻化し、実体経済への波及が顕著となり、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、輸出の激減が企業業績を

悪化させ、信用収縮に伴い企業倒産が増加し、設備投資の落ち込みや個人消費が減少に転じるなど、非

常に厳しい状況となりました。 

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1,210億６百万円（前期比6.4％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７億５千９百

万円（前期比80.6％減少）、経常利益は14億６千５百万円（前期比70.1％減少）、当期純利益は８億３

千万円（前期比74.1％減少）となりました。 

  

 
(※)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 

  

印刷用インキの販売数量は、第２四半期までは景気減速の影響を受けた北米は減少したものの、日

本、アジアで増加し順調に推移しました。しかし、第３四半期以降は景気悪化や競争激化に伴い北米の

減少幅が急速に拡大し、比較的堅調であった日本も減少に転じ低迷しました。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の影響を受け、一部の地域を除いて急速に減少しました。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、832億６千５百万円（前期

比5.3％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27億２千７百万円（前期比46.4％減少）となりました。 
  

印刷製版用材料は、第２四半期までは堅調に推移しましたが、第３四半期以降は印刷物の減少に伴い

低調に推移しました。また、印刷製版関連機器は、業績の悪化や信用収縮の影響により設備投資の需要

が急速に冷え込み、大きく落ち込みました。この結果、売上高は277億６千９百万円（前期比10.1％減

少）となりました。利益面では、売上高の減少に加え、貸倒費用が増加したことにより、営業利益は４

億４千７百万円（前期比39.6％減少）となりました。 
  

顔料分散技術関連品は計画を下回ったものの前期に比べ増加しましたが、記録材料関連品は広告の減

少により低調であったことに加え、円高による為替換算の影響を受けて減少しました。この結果、売上

高は127億５千９百万円（前期比3.3％減少）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１千４百万円（前期比97.1％減少）となりました。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績

(１) 経営成績に関する分析

①当連結会計年度の業績の概要

②事業の種類別セグメントの概要

(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 87,970 83,265 △4,705 △5.3％ 2.9％ 5,083 2,727 △2,356

印刷用機材 30,874 27,769 △3,105 △10.1％ △10.1％ 741 447 △293

その他 13,194 12,759 △435 △3.3％ △0.8％ 509 14 △494

消去又は全社 △2,820 △2,787 33 ― ─ △2,419 △2,430 △11

合計 129,219 121,006 △8,212 △6.4％ △0.5％ 3,915 759 △3,155

（印刷用インキ事業）

（印刷用機材事業）

（その他）
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(※)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 

  

印刷用インキの販売数量は、第２四半期までは堅調に推移しましたが、第３四半期以降は広告の減少

や個人消費の減少が影響し、低調に推移しました。また、印刷製版用材料も第３四半期以降は低調に推

移し、印刷製版関連機器は、景気が悪化するにつれ、その影響を大きく受けました。この結果、売上高

は722億５千４百万円（前期比3.1％減少）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、第３四半期以降の印刷用インキの販売数量の落ち込みに加え、貸倒費用が増加したことにより、営

業利益は28億１千万円（前期比29.7％減少）となりました。 
  
  

印刷用インキの販売数量は、第２四半期までは順調に推移しましたが、第３四半期以降は景気減速や

顧客の在庫調整などの影響を受け、一部の地域を除いて急速に減少しました。売上高は、販売数量の伸

びが鈍化したことに加え、円高による為替換算の影響を受けた結果、111億８百万円（前期比4.1％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、販売数量の伸びの鈍化や、円高によ

る為替換算の影響により、営業利益は６億１千万円（前期比6.6％増加）となりました。 
  
  

印刷用インキの販売数量は、景気悪化に伴い競争が激化する中、減少幅が拡大し、特に第４四半期に

おいては、広告の減少や個人消費の減少による需要減が響きました。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、329億２千５百万円（前期比15.0％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、５億４

千３百万円の営業損失となりました。 
  
  

印刷用インキの販売数量は、第２四半期までは好調に推移しましたが、第３四半期以降は景気後退が

進み、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、円高による為替換算の影響を

受けた結果、70億８千７百万円（前期比2.7％減少）となりました。利益面では、諸経費の増加によ

り、営業利益は１億６千２百万円（前期比12.9％減少）となりました。 
  

③所在地別セグメントの概要

(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 74,532 72,254 △2,278 △3.1％ △3.1％ 3,994 2,810 △1,184

アジア 10,669 11,108 438 4.1％ 24.9％ 572 610 37

北米 38,734 32,925 △5,809 △15.0％ △2.8％ 1,491 △543 △2,034

その他 7,281 7,087 △193 △2.7％ 8.1％ 186 162 △23

消去又は全社 △1,997 △2,367 △370 ― ─ △2,329 △2,279 50

合計 129,219 121,006 △8,212 △6.4％ △0.5％ 3,915 759 △3,155

（日本）

（アジア）

（北米）

（その他）
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今後の世界経済は、日本、欧米はマイナス成長となり、アジアも減速するものと予想されます。 

当社グループの印刷用インキ事業は、先進国においてはメディアの多様化により印刷物の需要が減少

する傾向にありますが、環境配慮型製品は今後も伸びていくと予想されます。また、成長が期待される

アジアは、世界経済の減速の影響を受けて厳しくなるものと予想されます。 

当社グループといたしましては、このような情勢の中、印刷用インキ事業において、北米の収益力改

善や、アジアでの拡販に注力し、環境配慮型製品の開発やコスト削減を図ってまいります。また、記録

材料関連品、顔料分散技術関連品等の拡販により、全社を挙げて業績の向上に努めてまいります。 

次期の連結業績見通しにつきましては、売上高1,140億円、営業利益18億円、経常利益20億円、当期

純利益14億円を予想しております。 

なお、前提条件として、為替換算の影響を受け易いUSドルに関しましては、1ドル当たり100.00円と

しております。 
  

当連結会計年度末の総資産は、売上高減少に伴う売上債権の減少、会計基準変更に伴うのれんの減少

及び時価評価による投資有価証券の減少などにより、前連結会計年度末比175億円（17.8％）減少の810

億３千６百万円となりました。 

負債は、主に仕入債務の減少により、前連結会計年度末比54億２千４百万円（9.7％）減少の503億７

千４百万円となりました。 

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

年度末比120億７千５百万円（28.3％）減少の306億６千２百万円となりました。 

  

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入がありましたが、北米及びイ

ンドを中心とした有形固定資産の取得や、投資有価証券の取得による支出があり、36億５千８百万円の

資金の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の増加により、10億６千８百万円の資金の増加と

なりました。 

以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は36億７千３百万円となり、前

連結会計年度末に比べ５億３千８百万円の減少となりました。 

  

次期のキャッシュ・フローの見通しにつきましては、主に税金等調整前当期純利益、減価償却費から

得られる資金を、生産設備等の投資へ充当する予定であります。 

④次期の見通し

(２) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益、減価償却費などにより、29億８千

１百万円の資金の増加となりました。

③次期の見通し
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

1．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

2．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)より算出しております。 

3．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

  

当社は、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主各位に対して利益配当を含めた利益還元を

経営の重要施策として位置付けております。 

配当につきましては、安定的な利益還元を行うことを基本方針としつつ、連結配当性向20％前後から

30％前後の範囲で実施していきたいと考えております。 

なお、内部留保金は、長期的な展望に立った当社グループにおける研究開発設備や生産設備等の投資

への資金需要に備えることとし、それぞれの事業分野の動向に積極的に対応し、競争力の強化ならびに

収益力の向上を図ることが、企業価値の向上につながるものと考えております。 

上記の方針に基づき、当期の中間配当金は1株当たり6円、期末配当金は安定配当を重視して前期と同

様に1株当たり6円とし、通期で1株当たり12円を予定しております。 

また、次期の配当につきましては、1株当たり12円（うち、中間配当6円）を予定しております。 

平成17年 
３月期

平成18年
３月期

平成19年
３月期

平成20年 
３月期

平成21年
３月期

自己資本比率(％) 40.9 43.9 42.4 42.8 37.5

時価ベースの 
自己資本比率(％)

43.6 40.5 40.0 25.1 20.2

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率(年)

6.2 7.0 5.2 9.7 8.1

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

9.3 8.1 8.5 4.1 5.2

(３) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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最近の有価証券報告書（平成20年6月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会

社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「ビジュアル・コミュニケーション・テクノロジーの創造」をビジネステーマ

に、「社会に対し人々の暮らしを快適にする情報文化の創造」を存在意義と定めており、技術力、情

報力を駆使し、「競争力と独自性を有した世界三大インキメーカーになること」を目標としておりま

す。また、当社は地球環境保全活動に積極的に取組み、「地球にやさしく、人にやさしく、そして美

しく」をテーマとし、あらゆる事業活動において環境に配慮した経営を図ります。 

（基本方針） 

1. 既存事業での収益力を強化するとともに、新規事業を推進する。 

2. 企業の社会的責任を意識した事業活動と経営の効率化を図る。 

3. ステークホルダーに対し、より新鮮な満足感を約束する。 

  

（２）目標とする経営指標 

当社グループは、経営資源の効率的な活用を図る観点から、ＲＯＡ（総資産経常利益率）及び売上

高経常利益率を経営指標として採用し、ＲＯＡ6.5％以上、売上高経常利益率5.0％以上を経営目標と

しております。 

  
（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社グループは、「収益力の強化」と「社会的責任の遂行」を基本方針としております。この基本

方針に沿い、以下の施策に取り組んでおります。なお、平成21年度以降の数値計画は事業環境の急激

な変化や先行きに対する強い不透明感を踏まえ、公表を控えております。 
  
【既存事業の収益力強化】 

印刷用インキ分野において、日本及び北米では、環境に優しく、作業性を向上した高付加価値な

インキの開発を進め、シェアアップを図ります。アジアでは、積極的に投資を続け、生産設備を活

用した売上拡大を目指します。 

一方コスト面では、日本で実績を上げているＴＰＭ活動を海外生産拠点に水平展開することによ

って、生産性の向上を図ります。 
  

【新規製品の育成・推進】 

当社グループが保有する基盤技術を最大限活用し、新規テーマの探索を行います。 

画像表示材料分野では、顔料型インクジェットインキ、カラーフィルター用顔料分散体、プリン

ター用カラートナーの開発及び拡販に努めます。 

また、機能性コーティング剤分野では、新機能性コーティング剤の開発に努めます。 
  
【社会的責任の遂行】 

当社グループが持続的成長を果たすためには、トリプルボトムライン（社会・環境・経済）のバ

ランスを十分に意識した事業活動を進めていく必要があると考えています。 

社会的側面として、「サカタインクス倫理行動基準」を定めており、全従業員に対してその精神

の浸透を図ります。また、内部統制システムにつきましては、取締役会で決議した基本方針に基づ

き、構築及び運用を行います。 

環境的側面では、環境経営の推進の一つとして、国内生産拠点では、環境負荷の低減を進めま

す。また、海外生産拠点ではＩＳＯ14001の認証取得を推進します。 

経済的側面では、前述の収益力強化に加え、経営効率の改善に努めます。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
(１) 連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,217 3,678

受取手形及び売掛金 37,614 32,064

たな卸資産 10,465 －

商品及び製品 － 5,565

仕掛品 － 618

原材料及び貯蔵品 － 2,596

繰延税金資産 729 596

その他 1,449 1,191

貸倒引当金 △388 △436

流動資産合計 54,087 45,873

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,932 7,194

機械装置及び運搬具（純額） 6,127 4,946

土地 6,647 6,331

リース資産（純額） － 342

建設仮勘定 1,181 707

その他（純額） 493 387

有形固定資産合計 21,382 19,909

無形固定資産   

のれん 4,863 401

その他 1,609 1,071

無形固定資産合計 6,473 1,473

投資その他の資産   

投資有価証券 14,328 10,558

長期貸付金 48 44

繰延税金資産 12 858

その他 3,363 3,541

貸倒引当金 △1,158 △1,223

投資その他の資産合計 16,594 13,779

固定資産合計 44,449 35,163

資産合計 98,537 81,036
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,773 18,812

短期借入金 7,501 9,320

1年内返済予定の長期借入金 3,799 2,156

リース債務 － 97

未払金 653 －

未払費用 3,391 2,253

未払法人税等 509 161

繰延税金負債 130 61

賞与引当金 784 625

その他 1,191 1,438

流動負債合計 40,737 34,927

固定負債   

長期借入金 11,409 12,147

リース債務 － 259

繰延税金負債 766 196

退職給付引当金 2,500 2,486

長期預り保証金 81 －

その他 303 357

固定負債合計 15,061 15,447

負債合計 55,799 50,374

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,472 7,472

資本剰余金 5,744 5,765

利益剰余金 29,715 25,773

自己株式 △37 △635

株主資本合計 42,895 38,377

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,810 △325

繰延ヘッジ損益 2 3

為替換算調整勘定 △2,551 △7,691

評価・換算差額等合計 △738 △8,014

少数株主持分 580 298

純資産合計 42,737 30,662

負債純資産合計 98,537 81,036
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(２) 連結損益計算書 

(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

売上高 129,219 121,006

売上原価 100,671 96,248

売上総利益 28,547 24,758

販売費及び一般管理費 24,632 23,998

営業利益 3,915 759

営業外収益   

受取利息 167 166

受取配当金 281 234

不動産賃貸料 218 219

受取事務手数料 108 110

貸倒引当金戻入額 195 180

持分法による投資利益 585 515

その他 176 270

営業外収益合計 1,734 1,698

営業外費用   

支払利息 585 571

為替差損 － 179

その他 154 242

営業外費用合計 740 992

経常利益 4,909 1,465

特別利益   

有形固定資産売却益 596 28

投資有価証券売却益 － 548

受取保険金 － 440

特別利益合計 596 1,017

特別損失   

投資有価証券評価損 － 336

減損損失 － 81

災害による損失 － 282

特別損失合計 － 700

税金等調整前当期純利益 5,505 1,782

法人税、住民税及び事業税 1,443 686

法人税等調整額 809 282

法人税等合計 2,252 969

少数株主利益又は少数株主損失（△） 46 △16

当期純利益 3,205 830
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(３) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,472 7,472

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,472 7,472

資本剰余金   

前期末残高 5,722 5,744

当期変動額   

在外子会社の米国会計基準適用に伴う少数
株主持分評価差額

21 22

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 0

自己株式の処分 0 △1

当期変動額合計 21 21

当期末残高 5,744 5,765

利益剰余金   

前期末残高 27,259 29,715

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △3,949

当期変動額   

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △0

剰余金の配当 △750 △750

当期純利益 3,205 830

連結範囲の変動 － △72

当期変動額合計 2,455 7

当期末残高 29,715 25,773

自己株式   

前期末残高 △29 △37

当期変動額   

自己株式の処分 0 4

自己株式の取得 △7 △602

当期変動額合計 △7 △598

当期末残高 △37 △635

株主資本合計   

前期末残高 40,425 42,895

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △3,949

当期変動額   

在外子会社の米国会計基準適用に伴う少数
株主持分評価差額

21 22

剰余金の配当 △750 △750

当期純利益 3,205 830

自己株式の処分 0 2

自己株式の取得 △7 △602

連結範囲の変動 － △72

当期変動額合計 2,470 △568

当期末残高 42,895 38,377
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(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,346 1,810

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,535 △2,136

当期変動額合計 △1,535 △2,136

当期末残高 1,810 △325

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 0

当期変動額合計 2 0

当期末残高 2 3

為替換算調整勘定   

前期末残高 △2,107 △2,551

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △443 △5,140

当期変動額合計 △443 △5,140

当期末残高 △2,551 △7,691

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,238 △738

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,976 △7,275

当期変動額合計 △1,976 △7,275

当期末残高 △738 △8,014

少数株主持分   

前期末残高 637 580

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56 △281

当期変動額合計 △56 △281

当期末残高 580 298

純資産合計   

前期末残高 42,300 42,737

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △3,949

当期変動額   

在外子会社の米国会計基準適用に伴う少数株
主持分評価差額

21 22

剰余金の配当 △750 △750

当期純利益 3,205 830

自己株式の処分 0 2

自己株式の取得 △7 △602

連結範囲の変動 － △72

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,033 △7,557

当期変動額合計 436 △8,125

当期末残高 42,737 30,662
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(４) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

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 5,505 1,782

減価償却費 2,631 2,575

減損損失 － 81

のれん償却額 － 298

貸倒引当金の増減額（△は減少） △207 154

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △152 △158

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △39 －

有形固定資産売却損益（△は益） △596 △28

投資有価証券評価損益（△は益） － 336

投資有価証券売却損益（△は益） － △548

受取利息及び受取配当金 △449 △401

支払利息 585 571

持分法による投資損益（△は益） △585 △515

受取保険金 － △440

災害損失 － 282

売上債権の増減額（△は増加） △567 3,036

たな卸資産の増減額（△は増加） △391 △80

仕入債務の増減額（△は減少） △927 △2,506

その他 △493 △762

小計 4,285 3,680

利息及び配当金の受取額 517 501

利息の支払額 △582 △568

法人税等の支払額 △1,828 △1,072

保険金の受取額 － 440

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,392 2,981

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 △3,811 △3,248

有形固定資産の売却による収入 721 195

投資有価証券の取得による支出 △283 △1,954

投資有価証券の売却による収入 9 1,239

貸付けによる支出 △599 △387

貸付金の回収による収入 686 482

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△329 －

その他 32 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,572 △3,658
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(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３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） 266 2,902

長期借入れによる収入 7,292 3,300

長期借入金の返済による支出 △5,127 △3,775

配当金の支払額 △750 △750

少数株主への配当金の支払額 △29 △16

自己株式の取得による支出 － △602

その他 △27 10

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,623 1,068

現金及び現金同等物に係る換算差額 253 △932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 695 △541

現金及び現金同等物の期首残高 3,516 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期末残高 4,212 3,673
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該当事項はありません。 
  

  

 

 
当連結会計年度より、Innovative Solutions Inx Co.は重要性が増したため、連結の範囲に含め

ております。 

 
非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等のそれぞれの合計額は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりませ

ん。 
  

 
上記11社の当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等に与える影響は軽微であり、かつ全

体として重要性はありません。 
  

連結子会社のうち、SAKATA INX（INDIA）LIMITED 及び国内連結子会社３社（決算日３月31日）を

除き、他の連結子会社の決算日は12月31日であります。なお、連結決算日との間に生じた重要な

取引については連結上必要な調整を行っております。 
  

 

 

 

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、当連結会計年度

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日公表

分）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。 

この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

 

(５) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(６) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社 ： 22社（ THE INX GROUP LIMITED 他21社）

増加１社....... Innovative Solutions Inx Co.

非連結子会社 ： ８社（インクスグラビア㈱ 他７社）

2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社 ： ３社（シークス㈱ 他２社）

持分法適用除外 ： 11社（ETERNAL SAKATA INX CO.,LTD. 他10社)

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの....... 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移

動平均法により算定）

時価のないもの....... 移動平均法による原価法

②デリバティブ ........ 時価法

③たな卸資産

国内連結会社.......... 移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

（会計方針の変更）

在外連結子会社........ 主として先入先出法による低価法
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国内連結会社は、平成20年度の法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、機械装置等

の耐用年数を変更しております。 

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ63百万円減少しております。 

 

 

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、当連結会計年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

①貸倒引当金 

売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

なお、連結会社間債権に対応する引当金は消去しております。 

②賞与引当金 

当社及び一部の連結子会社は、従業員賞与の支出に備えるため、翌期支給見込額に基づき当連結

会計年度に見合う額を計上しております。 

③退職給付引当金 

当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる

額を計上しております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産
(リース資産を除く)

......... 定率法（連結子会社の一部では定額法を採用しております。）

ただし、国内連結会社は平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物付属設備は除く）については、定額法によっておりま

す。

なお、耐用年数は次の通りであります。

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び運搬具 ２～10年

その他 ２～20年

（追加情報）

②無形固定資産
(リース資産を除く)

......... 定額法

ただし、国内連結会社の自社利用目的のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

③リース資産 ......... 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

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。

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、通常の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す。

（会計方針の変更）

(3) 重要な引当金の計上基準
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なお、数理計算上の差異については、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定

年数（15年）による定額法により、発生年度から償却しております。 

過去勤務債務については、主として発生年度において一括償却しております。 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

なお、在外子会社等の資産及び負債は、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘

定及び少数株主持分に含めております。 

①ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。 

なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについては特例処理を行っております。 

  

   

為替予約取引については、為替相場の変動によるリスクを回避するため、実需原則に基づき為替

予約取引を行うこととしております。 

また、金利スワップについては、金利上昇リスクを回避するため、ヘッジを目的とした取引を行

うこととしております。 

  

ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより、有効性を評価しております。 

ただし、金利スワップについては、特例処理の要件に該当すると判定される場合には、有効性の

判定は省略しております。 

  

   

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 
  

のれんは、見積り年数（20年内）で均等償却することとしております。 
  

連結キャッシュ・フロ－計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

(5) 重要なヘッジ会計の方法

②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ⅰ)ヘッジ手段 ....... 為替予約取引、金利スワップ

(ⅱ)ヘッジ対象 ....... 外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引、借入金

③ヘッジ方針

④ヘッジの有効性評価の方法

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の処理方法 ........ 国内連結会社は、税抜方式によっております。

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項

7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
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(７) 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

1. 会計処理の変更

「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」の適用

当連結会計年度より「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、当連結会計年度の営

業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ265百万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。

2. 表示方法の変更

（連結貸借対照表関係）

（1）財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月７日内閣府令第50号）が適用となる

ことに伴い、従来、「たな卸資産」として掲記されたものは、当連結会計年度より「商品及び製

品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「商品及び製品」は6,579百万円、「仕掛品」は708百万円、「原材料及

び貯蔵品」は3,177百万円であります。

（2）「未払金」は従来、流動負債に区分掲記しておりましたが、重要性が乏しいため当連結会計年度

から流動負債の「その他」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の流動負債の「そ

の他」に含まれている「未払金」は469百万円であります。

（3）「長期預り保証金」は従来、固定負債に区分掲記しておりましたが、重要性が乏しいため当連結

会計年度から固定負債の「その他」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の固定負

債の「その他」に含まれている「長期預り保証金」は99百万円であります。

（連結損益計算書関係）

（1）前連結会計年度において、「関係会社事務管理料」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴ

へのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より「受取

事務手数料」として掲記しております。

（2）「為替差損」は従来、営業外費用の「その他」に含めて掲記しておりましたが、重要性が増加し

たため当連結会計年度から営業外費用の「為替差損」として区分掲記しております。なお、前連

結会計年度の営業外費用の「その他」に含まれている「為替差損」は38百万円であります。
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連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に

関する注記事項その他の連結財務諸表規則において記載が求められる注記事項については、決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
  

  

（単位：百万円）

 
  

（単位：百万円）

 
(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 

(８) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(平成19年４月１日～平成20年３月31日)

印刷用 
インキ事業

印刷用
機材事業

その他
の事業

計
消去 

又は全社
連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

 (1) 外部顧客に対する 

売上高
87,948 30,199 11,071 129,219 ─ 129,219

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
21 675 2,123 2,820 △2,820 ─

計 87,970 30,874 13,194 132,040 △2,820 129,219

営業費用 82,887 30,133 12,685 125,706 △401 125,304

営業利益 5,083 741 509 6,334 △2,419 3,915

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出

資産 59,406 14,953 12,326 86,686 11,850 98,537

減価償却費 2,165 37 370 2,573 58 2,631

資本的支出 3,110 64 255 3,431 18 3,450

当連結会計年度(平成20年４月１日～平成21年３月31日)

印刷用 
インキ事業

印刷用
機材事業

その他
の事業

計
消去 

又は全社
連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

 (1) 外部顧客に対する 

売上高
83,245 27,136 10,625 121,006 ─ 121,006

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
20 633 2,133 2,787 △2,787 ─

計 83,265 27,769 12,759 123,794 △2,787 121,006

営業費用 80,538 27,321 12,744 120,603 △356 120,247

営業利益 2,727 447 14 3,190 △2,430 759

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出

資産 46,401 12,218 11,139 69,760 11,276 81,036

減価償却費 2,076 48 376 2,501 74 2,575

資本的支出 3,203 87 162 3,453 134 3,588

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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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主なものは、当社の本社関連の総務部

門、経理部門等管理部門に係る費用であります。 

 
4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社の管理部門に係る資産等でありま

す。 

 
5．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) 

「(７) 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 1. 会計処理の変更」に記載の通り、当連

結会計年度より「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

連結会計年度の営業利益が、印刷用インキ事業で55百万円、その他の事業で210百万円それぞれ減少してお

ります。 

  

  

（単位：百万円)

 

（単位：百万円)

 
(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 

前連結会計年度 2,457百万円

当連結会計年度 2,494百万円

前連結会計年度 13,696百万円

当連結会計年度 11,986百万円

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（平成19年４月1日～平成20年３月31日）

日本 アジア 北米 その他 計
消去 

又は全社
連結  

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

 (1) 外部顧客に対する 

売上高
73,563 10,669 37,714 7,272 129,219 ― 129,219

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
968 ― 1,020 8 1,997 △1,997 ―

計 74,532 10,669 38,734 7,281 131,217 △1,997 129,219

営業費用 70,537 10,097 37,243 7,094 124,972 331 125,304

営業利益 3,994 572 1,491 186 6,244 △2,329 3,915

Ⅱ 資産 70,399 9,027 23,213 4,956 107,596 △9,058 98,537

当連結会計年度（平成20年４月1日～平成21年３月31日）

日本 アジア 北米 その他 計
消去 

又は全社
連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

 (1) 外部顧客に対する 

売上高
71,285 11,108 31,559 7,053 121,006 ― 121,006

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
968 ― 1,365 33 2,367 △2,367 ―

計 72,254 11,108 32,925 7,087 123,374 △2,367 121,006

営業費用 69,443 10,497 33,469 6,924 120,335 △88 120,247

営業利益又は 

営業損失（△）
2,810 610 △543 162 3,038 △2,279 759

Ⅱ 資産 64,435 7,743 15,727 4,007 91,913 △10,876 81,036
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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主なものは、当社の本社関連の総務部

門、経理部門等管理部門に係る費用であります。 

 
4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社の管理部門に係る資産等でありま

す。 

 
5．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) 

「(７) 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 1. 会計処理の変更」に記載の通り、当連

結会計年度より「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

連結会計年度において営業利益がアジアで2百万円増加し、営業損失が北米で268百万円増加しております。

  

  

（単位：百万円）

 
  

（単位：百万円）

 
(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．国または地域の区分は、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または地域 

(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 

前連結会計年度 2,457百万円

当連結会計年度 2,494百万円

前連結会計年度 13,696百万円

当連結会計年度 11,986百万円

【海外売上高】

前連結会計年度(平成19年４月１日～平成20年３月31日)

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高 11,872 35,048 10,163 57,085

Ⅱ 連結売上高 129,219

Ⅲ
連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

9.2 27.1 7.9 44.2

当連結会計年度(平成20年４月１日～平成21年３月31日)

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高 12,191 29,241 9,810 51,243

Ⅱ 連結売上高 121,006

Ⅲ
連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

10.1 24.1 8.1 42.3
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(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

  １株当たり純資産額 674円22銭  １株当たり純資産額 501円67銭
 

  １株当たり当期純利益 51円27銭  １株当たり当期純利益 13円40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、潜在株式がないため記載しておりません。

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)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益(百万円) 3,205 830

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 
(百万円)

3,205 830

普通株式の期中平均株式数 
(千株)

62,531 61,952

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
(１) 貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,096 2,296

受取手形 9,248 8,854

売掛金 16,582 13,979

商品 612 －

製品 1,772 －

商品及び製品 － 2,153

仕掛品 510 461

原材料 413 －

貯蔵品 47 －

原材料及び貯蔵品 － 443

前渡金 296 130

前払費用 54 79

繰延税金資産 683 560

短期貸付金 148 －

関係会社短期貸付金 40 －

その他 234 314

貸倒引当金 △244 △207

流動資産合計 31,497 29,067

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,758 3,666

構築物（純額） 255 263

機械及び装置（純額） 2,535 1,988

車両運搬具（純額） 12 8

工具、器具及び備品（純額） 249 227

土地 5,738 5,714

リース資産（純額） － 259

建設仮勘定 112 81

有形固定資産合計 12,662 12,209

無形固定資産   

借地権 13 13

ソフトウエア 47 31

施設利用権 1 －

その他 1 1

無形固定資産合計 63 46
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,964 4,993

関係会社株式 20,126 20,664

出資金 0 0

関係会社出資金 2,483 2,575

従業員に対する長期貸付金 44 41

関係会社長期貸付金 2 －

破産更生債権等 1,339 1,392

長期前払費用 69 56

前払年金費用 807 756

差入保証金 590 －

繰延税金資産 － 873

その他 120 672

貸倒引当金 △1,248 △1,310

投資損失引当金 － △656

投資その他の資産合計 33,300 30,062

固定資産合計 46,026 42,319

資産合計 77,523 71,386

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,124 1,061

買掛金 15,021 12,614

短期借入金 4,200 4,700

1年内返済予定の長期借入金 3,500 1,900

リース債務 － 54

未払金 279 185

未払費用 904 758

未払法人税等 440 112

前受金 209 62

預り金 201 193

前受収益 10 10

賞与引当金 715 564

従業員預り金 543 522

設備関係支払手形 43 －

設備関係未払金 106 －

その他 91 226

流動負債合計 27,390 22,966
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 9,425 10,825

リース債務 － 223

繰延税金負債 281 －

退職給付引当金 2,178 2,197

長期預り保証金 81 －

その他 179 245

固定負債合計 12,146 13,490

負債合計 39,537 36,456

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,472 7,472

資本剰余金   

資本準備金 5,574 5,574

その他資本剰余金 1 －

資本剰余金合計 5,575 5,574

利益剰余金   

利益準備金 840 840

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 676 719

固定資産圧縮特別勘定積立金 42 －

別途積立金 19,451 20,451

繰越利益剰余金 2,198 830

利益剰余金合計 23,209 22,841

自己株式 △37 △635

株主資本合計 36,220 35,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,765 △324

評価・換算差額等合計 1,765 △324

純資産合計 37,986 34,929

負債純資産合計 77,523 71,386
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(２) 損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

売上高 69,171 66,871

売上原価 55,498 54,359

売上総利益 13,672 12,512

販売費及び一般管理費 12,461 12,439

営業利益 1,210 72

営業外収益   

受取利息 156 154

受取配当金 655 713

不動産賃貸料 323 315

受取事務手数料 203 205

貸倒引当金戻入額 180 173

受取ロイヤリティー 237 226

その他 54 79

営業外収益合計 1,811 1,868

営業外費用   

支払利息 230 259

固定資産廃棄損 8 －

固定資産撤去費用 14 －

為替差損 － 39

その他 75 64

営業外費用合計 328 362

経常利益 2,693 1,579

特別利益   

有形固定資産売却益 285 28

投資有価証券売却益 － 548

特別利益合計 285 577

特別損失   

投資有価証券評価損 － 336

投資損失引当金繰入額 － 656

特別損失合計 － 992

税引前当期純利益 2,978 1,163

法人税、住民税及び事業税 651 404

法人税等調整額 476 376

当期純利益 1,850 383
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(３) 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,472 7,472

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,472 7,472

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,574 5,574

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,574 5,574

その他資本剰余金   

前期末残高 1 1

当期変動額   

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 0

自己株式の処分 0 △1

当期変動額合計 0 △1

当期末残高 1 －

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 840 840

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 840 840

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 604 676

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △8 △10

固定資産圧縮積立金の積立 79 53

当期変動額合計 71 43

当期末残高 676 719

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 － 42

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 42 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － △42

当期変動額合計 42 △42

当期末残高 42 －

別途積立金   

前期末残高 18,151 19,451

当期変動額   

別途積立金の積立 1,300 1,000

当期変動額合計 1,300 1,000

当期末残高 19,451 20,451
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,511 2,198

当期変動額   

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △0

剰余金の配当 △750 △750

当期純利益 1,850 383

固定資産圧縮積立金の取崩 8 10

固定資産圧縮積立金の積立 △79 △53

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 △42 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － 42

別途積立金の積立 △1,300 △1,000

当期変動額合計 △313 △1,368

当期末残高 2,198 830

自己株式   

前期末残高 △29 △37

当期変動額   

自己株式の処分 0 4

自己株式の取得 △7 △602

当期変動額合計 △7 △598

当期末残高 △37 △635

株主資本合計   

前期末残高 35,127 36,220

当期変動額   

剰余金の配当 △750 △750

当期純利益 1,850 383

自己株式の処分 0 2

自己株式の取得 △7 △602

当期変動額合計 1,093 △966

当期末残高 36,220 35,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,215 1,765

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,449 △2,090

当期変動額合計 △1,449 △2,090

当期末残高 1,765 △324

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,215 1,765

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,449 △2,090

当期変動額合計 △1,449 △2,090

当期末残高 1,765 △324
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 38,343 37,986

当期変動額   

剰余金の配当 △750 △750

当期純利益 1,850 383

自己株式の処分 0 2

自己株式の取得 △7 △602

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,449 △2,090

当期変動額合計 △356 △3,056

当期末残高 37,986 34,929
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(４) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

該当事項はありません。
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平成２１年５月１１日 

サカタインクス株式会社 

 

役  員  の  異  動 

 

 

当社は、平成２１年６月２６日開催の定時株主総会において、次のとおり役員を選任、

ならびに、同日、任期満了により退任、また、定時株主総会後の取締役会において、 

役付役員の異動を行う予定であります。 

 

 

１．役員の異動 

     

（１）新任取締役候補 （２名） 

 

    沢
さわ

 田
だ

 寿
とし

 行
ゆき

 （ 広報・ＩＲ室長、東京総務部長 ） 

 

    安
やす

 井
い

 直
なお

 久
ひさ

 （ 理事 経理部長 ） 

 

     

（２）退任予定取締役 （４名） 

 

    専務取締役  大
おお

 田
た

   浩
ひろし

 （ 当社 顧問に就任の予定 ） 

 

    常務取締役  小
こ

 森
もり

 正
まさ

 明
あき

  （ 当社 監査役に就任の予定 ） 

 

    取 締 役  大
おお

 澤
さわ

  汎
ひろし

   当社 嘱託 サカタインクス健康保険 

組合・企業年金基金 理事長（現職） 

に就任の予定 

 

    取 締 役  加
か

 藤
とう

 五
ご

 郎
ろう

    当社 嘱託 阪田産業株式会社 社長 

                      に就任の予定 

 

     

 



 （３）新任監査役候補 

 

    小
こ

 森
もり

 正
まさ

 明
あき

  （ 当社 常務取締役 ） 

 

 

（４）退任予定監査役 

 

    監 査 役  安
やす

 田
だ

 順
じゅん

 一
いち

   

 

 

 

２．役付役員の異動 

 

    専務取締役  小
こ

 島
じま

   満
みつる

  （ 常務取締役 ） 

 

    常務取締役  上
うえ

 坂
さか

 義
よし

 明
あき

  （ 取締役 ） 

 

                                  以  上 




