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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 78,163 △11.0 818 △84.9 347 △92.7 2,036 △1.3
20年3月期 87,790 6.4 5,404 △5.1 4,750 △13.4 2,062 △13.7

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 66.96 ― 5.6 0.5 1.0
20年3月期 66.70 ― 5.6 7.1 6.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3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3月期 61,722 35,904 58.0 1,189.04
20年3月期 66,103 36,671 55.4 1,195.69

（参考） 自己資本   21年3月期  35,804百万円 20年3月期  36,604百万円

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 4,994 △2,216 △2,476 10,814
20年3月期 4,108 △2,522 △793 11,035

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 ― 16.00 ― 17.00 33.00 1,018 49.5 2.8
21年3月期 ― 16.00 ― 17.00 33.00 1,001 49.3 2.8
22年3月期 

（予想）
― 16.00 ― 17.00 33.00 ―

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

35,000 △18.2 200 △88.8 0 ― △500 ― △16.44

通期 73,000 △6.6 1,500 83.3 1,200 245.2 0 ― 0.00



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） 

（注） 詳細は、24ページ「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」をご覧ください。 

(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、41ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 32,001,169株 20年3月期 32,001,169株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,889,170株 20年3月期  1,387,727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 56,096 △7.7 1,813 △57.8 1,925 △52.5 △5,389 ―
20年3月期 60,778 7.0 4,299 △10.6 4,049 △19.8 2,394 △17.8

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 △177.16 ―
20年3月期 77.42 ―

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 58,772 36,282 61.6 1,201.82
20年3月期 66,621 43,148 64.7 1,407.54

（参考） 自己資本 21年3月期  36,189百万円 20年3月期  43,089百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照してください。 



(1）経営成績に関する分析 

 ａ．当該事業年度の状況 

当連結会計期間における世界経済は、米国に端を発する金融市場の混乱が世界各国の実体経済に多大な影響を及

ぼし、９月以降、急速に悪化いたしました。また、円高や株価下落により企業を取り巻く環境は激変し、設備投資の

抑制や雇用調整の動きも顕著となるなど、極めて厳しい状況となってまいりました。 

当社は国内において引き続き食品加工、製造、運輸配送、メディカルなど、様々な分野で自動認識技術を活か

し、「正確・省力・省資源」の提供による業務効率化やトレーサビリティ需要に対する積極的な提案を行うととも

に、売上拡大の努力を行ってまいりました。しかしながら、このような厳しい経済環境の下で、取引先各社の設備投

資意欲の減退、在庫調整等、企業活動の低迷が顕著となり、前年同期比では2,828百万円の減収となりました。海外

におきましても世界経済の急速な悪化に伴い、米州、欧州、アジア・オセアニア地域各国で売上が急激に減少したこ

とや、円高による為替評価の影響額3,340百万円等もあり、海外売上高は前年同期比6,799百万円の減収となりまし

た。 

利益面では、売上高の減少に伴い、より一層のコストダウンと諸経費の節減に取り組みました。構造改革途上の

欧州につきましては営業、管理の両面から国内事業のオペレーション方法を注入し、抜本的な梃入れをしているとこ

ろでありますが、体質改善の一環として、会計上の健全化をはかるため、一部子会社の引当金計上の見直しや、のれ

んの一括償却、固定資産の減損処理、繰延税金資産の取崩しを行ったことなどから、営業利益、経常利益、税引前利

益は大幅な減益を余儀なくされました。当期純利益につきましては、平成21年４月３日の取締役会において、構造改

革の一環として、海外販売会社を統括するSATO INTERNATIONAL PTE. LTD.（サトーインターナショナル 在シンガポ

ール、以下SI)の解散を決議し、本年10月より清算手続きを開始すべく準備に取り掛かっております。これによりSI

清算損に係る税効果会計の適用を行い、繰延税金資産4,400百万円を計上しております。 

これらの活動の結果、当連結会計期間の売上高は、78,163百万円（前年同期比89.0％）、営業利益818百万円（同

15.1％）、経常利益347百万円（同7.3％）、当期純利益2,036百万円（同98.7％）となりました。 

セグメント別の状況は以下のとおりであります。 

[製品群別] 

(a).メカトロ製品事業 

売上高31,325百万円(前年同期比85.0%)、営業利益3百万円(前年同期比0.1%)となりました。 

(b).サプライ製品事業 

売上高46,837百万円(前年同期比91.9%)、営業利益814百万円(前年同期比30.3%)となりました。 

[所在地別] 

(a).日本 

売上高57,185百万円(前年同期比95.3%)、営業利益2,885百万円(前年同期比57.8%)となりました。 

(b).北米地域 

売上高7,489百万円(前年同期比76.9%)、営業利益275百万円(前年同期比52.7%)となりました。 

(c).欧州地域 

売上高8,459百万円(前年同期比75.8%)、営業損失1,515百万円(前年同期は営業損失482百万円)となりました。 

(d).アジア・オセアニア地域 

売上高5,028百万円(前年同期比73.1%)、営業損失507百万円(前年同期は営業利益528百万円)となりました。 

１．経営成績



 ｂ．次事業年度の見通し 

平成22年３月期の見通しにつきましては、米国の金融不安に端を発した未曾有の世界同時不況が、依然として深

刻であり、先行き不透明な状況が続いていることから、改革に取り組んでいた欧州事業を中心として、当社業績に大

きな影響を与えるとともに、当社の経営課題を顕在化させております。 

当社ではこの事態を次の成長のための収益体質確立の契機と捉え、抜本的な構造改革に取り組んでおります。具

体的には、未だ事業基盤の弱い海外事業について、現場力を引き上げることを目的に重層化した組織の壁をなくし、

日本国内のオペレーションノウハウがそのまま現地に浸透するよう、平成21年４月３日の取締役会で当社の連結子会

社であるSIの解散を決議し、本年10月より清算手続きを開始すべく準備に取り掛かっております。  

また、継続的な取組み課題となっております欧州事業の黒字化につきましては、従来から取り組んでいる国内営

業ノウハウの現場指導が徐々に成果を見せ、業務オペレーション面においても改善が進んでおりますが、今後更に構

造改革を進め、当上期において、欧州全域におけるラベル生産・供給体制の再構築及び各子会社の黒字体質の構築に

取り組みます。具体的には、ドイツ子会社のラベル生産工場について、スペイン・ポーランドなどへの生産移管、生

産縮小を含め工場体制の抜本的見直しに急ぎ取り組み、大幅な固定費削減による収益体質の確立を目指します。ま

た、イギリス及びスペイン子会社のラベル工場についても、ドイツ子会社に続き固定費削減に取り組んでまいりま

す。 

今後、国内海外を問わずグループのオペレーション体制を一本化し、地域ニーズに適合した営業施策を徹底して

まいります。また、営業活動を支える主要機能であるラベル生産体制、プリンタ製品推進、サービス、SCM、情報シ

ステム、人事などについては日本国内にあるノウハウ、資産を活用できる体制を構築し、グループ全体の 適化を目

指して活動し、現場組織の活性化と本社・管理部門のスリム化を実現することで、早期に収益体質の確立をはかって

まいります。 

当社が提供する「正確・省力・省資源」への需要は、市場や地域を問わず、根強くあると認識しており、総力を

挙げてそのニーズを取り込んでまいります。前期下期より、新製品を順次投入しており、市場別・用途別に効率化投

資への需要を喚起していく計画であります。 

上記の施策により、平成22年３月期は、売上高73,000百万円（前年同期比93.4％）、営業利益1,500百万円（前年

同期比183.4％）、経常利益1,200百万円（前年同期比345.8％）、当期純利益は0（前年同期は2,036百万円の当期純

利益）を見込んでおります。 

なお、前提となる期中平均為替レートは、1米ドル95円、1ユーロ125円としております。 

（2）財政状態に関する分析 

ａ．資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産につきましては、流動資産の残高が36,941百万円（前連結会計年度末は44,329百万円）と

なり7,387百万円減少しました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少（5,030百万円）、たな卸資産の減少

（1,919百万円）があったことによるものであります。固定資産の残高は24,780百万円（前連結会計年度末は21,773

百万円）となり3,006百万円増加しました。これは、長期繰延税金資産の増加（3,960百万円）があった一方で、減価

償却費の計上や、のれんと建物及び構築物で減損を実施したことによるものであります。 

 負債につきましては、流動負債の残高が21,328百万円（前連結会計年度末は27,023百万円）となり5,695百万円減

少しました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少（1,831百万円）、長期借入金への借り換えを含む短期借入金

の減少（3,075百万円）によるものであります。固定負債の残高は4,489百万円（前連結会計年度末は2,408百万円）

となり2,080百万円増加しました。その主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。 

 純資産につきましては、当連結会計年度末における残高が35,904百万円（前連結会計年度末は36,671百万円）とな

り766百万円減少しました。これは主に、当期純利益計上による利益剰余金の増加（2,036百万円）があった一方で、

自己株式の取得による減少（503百万円）、配当金の支払いによる減少（1,010百万円）及び為替換算調整勘定の減少

（1,344百万円）によるものであります。 

  



ｂ．キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における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220百万円減少

し、当連結会計年度末は10,814百万円となりました。 

 当連結会計期末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果得られた資金は4,994百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益が△440百万円であったものの、減価償却費2,619百万円等の収入要因に加

え、売上債権の減少3,920百万円、たな卸資産の減少1,080百万円等があったことによるものであります。その一方

で、仕入債務の減少1,654百万円、法人税等の支払額1,745百万円他によりその一部が相殺されております。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動に使用した資金は2,216百万円となりました。 

   これは主に有形固定資産1,548百万円、無形固定資産337百万円の取得他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） 

   財務活動の結果使用した資金は2,476百万円となりました。 

   これは主に借入金の減少962百万円、配当金の支払額1,009百万円及び自己株式の取得による支出503百万円があ

ったことによるものです。 

  

  キャッシュ・フロー指標のトレンド 

（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 

＊各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

＊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）により算出しております。 

＊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払っているすべ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。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当   

利益配分につきましては、株主、社会、会社、社員に対する「四者還元」を基本方針とし、安定的かつ継続的な

配当及び今後の事業拡大のために内部留保を基本に、高い投資効率を目指し、あわせて業績、経営環境を総合的に勘

案して決定することとしております。 

平成21年３月期の配当金につきましては、安定した配当を継続的に行うという上記方針に基づき、予定どおり期

末配当を１株当たり17円とし、中間配当金（１株につき16円）を加えた年間配当金は、１株につき33円となります。

また、次期の配当につきましても、１株につき年間33円を予定しております。  

  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（％）  58.6  56.0  55.4  58.0

時価ベースの自己資本比率（％）  143.8  110.7  58.9  35.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率
(％) 

 76.9  198.8  165.2  110.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  46.8  22.0  22.7  35.3



(4）事業等のリスク 

 ａ．自動認識システム業界の動向等について 

  現時点において、一般にバーコードが も普及していることから、当社グループの事業においては、バーコード関

連分野の売上高比率が高いものとなっております。バーコード関連市場は、小売分野のＰＯＳ(販売時点情報管理)シ

ステムの普及ならびに産業分野における物流及びファクトリーオートメーションでの生産管理システムへの活用から

はじまり、近年においては、メディカル分野や食品加工分野におけるトレーサビリティ、ＥＤＩ（電子データ交換）

へと活用の場を広げております。各分野において設備投資動向及び業界再編の影響を受ける可能性はあるものの、今

後もその用途及び需要は拡大する傾向にあるものと認識しております。 

 また、自動認識システム業界においては、大量の情報が書き込めるＲＦＩＤ（ＩＣタグ・ラベル）技術の研究・開

発が進められております。当社グループにとってＲＦＩＤの普及はビジネスチャンスを拡大させるものと考えてお

り、当該技術に関する研究開発を推進し、ＲＦＩＤ関連製品の投入を進めております。しかしながら、ＲＦＩＤにつ

いては、無線により非接触で複数の物が同時に認識できるという利点がある一方、プライバシー保護の問題、高コス

トかつ使用環境を選ぶという解決すべき課題も有しております。これらのことから、その普及には社会一般の理解や

技術革新に関して、相応の期間が必要と考えており、現時点において今後の当社グループ業績への寄与は不透明であ

ります。 

 当社グループは、今後においても顧客ニーズに対応した事業展開を進めていく方針でありますが、グループ業績は

バーコード及びＲＦＩＤ関連製品の需要動向に影響を受ける可能性があります。 

  

 ｂ．海外展開について 

・生産体制について 

 当社グループは、メカトロ製品について、マレーシア及びベトナム工場の２拠点体制としております。 

 また、サプライ製品については、各販売地域内において生産及び調達を行う体制を構築し、地域間価格差や納期短

縮、輸送コスト低減に対応しております。 

・海外販売体制について 

 当社グループは、北米、欧州、アジア・オセアニア等の各地域において、複数の販売子会社を通じた販売活動を行

っておりますが、平成15年３月期より営業力強化を目的として「海外販売体制の再構築」を行っております。今後、

日本国内と同様の提案型ビジネスを主軸とした事業展開をはかっていく方針であります。 

・為替変動の影響について 

 当社グループは、世界各国で生産、販売活動に取り組んでおり、為替変動の影響を受けております。このためシン

ガポールの海外事業統括会社に本邦から輸出取引を移管したほか、為替予約や通貨スワップ取引を利用することによ

り、為替変動リスクの低減につとめております。しかしながら、事業活動において為替変動リスクを完全に排除する

ことは困難でありますので、今後著しい為替変動があった場合、当社グループの業績は影響を受ける可能性がありま

す。 

・カントリーリスクについて 

 以上のとおり、当社グループは海外において広く生産・販売体制を展開しておりますが、今後、当該国地域におけ

る景気変動、法律・規制の改正、紛争・自然災害・伝染病の発生等、不測の事態が生じた場合には、当社グループの

業績は影響を受ける可能性があります。 



  当社グループは、電子プリンタ、ハンドラベラー等メカトロ製品、ICタグ・ラベル、シール、ラベル、タグ、チケッ

ト、リボン、MCカード等サプライ製品の製造及び販売を主な事業としており、当社を中核とする企業集団であります。 

 子会社29社はすべて連結子会社であり、各社の位置付け及び事業種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

 なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。 

  

２．企業集団の状況

区分 主要製品 事業の内容 当社及び子会社 

メ 
カ 
ト 
ロ 
製 
品 
事 
業 

電子プリンタ 

電子プリンタ

ラベリングロボット 
オートラベラー 
保守サービス 

統括 

当社  
SATO INTERNATIONAL PTE.LTD.（シンガポール） 
以下子会社の統括 

SATO INTERNATIONAL AMERICA,INC.（アメリカ） 
SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.（ベルギー） 
SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 
                       （会社総数 ５社） 

販売

当社 
SATO INTERNATIONAL PTE.LTD.（シンガポール） 
SATO AMERICA,INC.（アメリカ） 
SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC.(アメリカ) 
SATO UK LTD.（イギリス） 
SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH (ドイツ) 
SATO IBERIA S.A.U. （スペイン） 
SATO POLSKA SP.Z O.O.（ポーランド） 
SATO FRANCE S.A.S.（フランス） 
SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 
SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN.BHD.（マレーシア） 
SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.（タイ） 
SATO SHANGHAI CO.,LTD.（中国） 
SATO AUSTRALIA PTY LTD.（オーストラリア） 
SATO NEW ZEALAND LTD.（ニュージーランド）    （会社総数 15社） 

製造
当社 
SATO MALAYSIA ELECTRONICS MANUFACTURING SDN.BHD.(マレーシア) 

（会社総数 ２社） 

ハンドラベラー

他 

一段型ハンドラベラー 
多段型ハンドラベラー 
ソフトウェア 
保守サービス 

統括

当社  
SATO INTERNATIONAL PTE.LTD.（シンガポール） 
以下子会社の統括 

SATO INTERNATIONAL AMERICA,INC.（アメリカ） 
SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.（ベルギー） 
SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 
                       （会社総数 ５社） 

販売

当社 
SATO INTERNATIONAL PTE.LTD.（シンガポール） 
SATO AMERICA,INC.（アメリカ） 
SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC.(アメリカ) 
SATO UK LTD.（イギリス） 
SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH (ドイツ) 
SATO IBERIA S.A.U. （スペイン） 
SATO POLSKA SP.Z O.O.（ポーランド） 
SATO FRANCE S.A.S.（フランス） 
SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 
SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN.BHD.（マレーシア） 
SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.（タイ） 
SATO SHANGHAI CO.,LTD.（中国） 
SATO AUSTRALIA PTY LTD.（オーストラリア） 
SATO NEW ZEALAND LTD.（ニュージーランド）   （会社総数 15社） 

 製造 
SATO LABELLING MALAYSIA ELECTRONICS SDN.BHD.(マレーシア) 
SATO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム）        （会社総数 ２社） 



１．上記の他、SATO HOLDING(THAILAND)CO.,LTD.（持株会社）、S.A.R.L.DES BOIS BLANCS（不動産管理会社）及び

SATO TECHNOLOGY & BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE AB（技術・商談支援センター）があります。 
２．SATO MALAYSIA ELECTRONICS MANUFACTURING SDN.BHD.、SATO VIETNAM CO.,LTD.、SATO INTERNATIONAL PTE.LTD.、サトープリンテ

ィング株式会社、サトービジネスサービス株式会社、サトーロジスティクス株式会社、サトーシステムサポート株式会社及び株式

会社サトー知識財産研究所は当社の子会社であります。 
３. SATO INTERNATIONAL AMERICA,INC.、SATO UK LTD.、SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.、SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.、

SATO IBERIA S.A.U.、SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH、SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.LTD.及び

SATO TECHNOLOGY & BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE ABはSATO INTERNATIONAL PTE.LTD.の子会社であります。 
４．SATO SHANGHAI CO.,LTD.、SATO MALAYSIA SDN.BHD.、SATO HOLDING(THAILAND)CO.,LTD.、SATO AUSTRALIA PTY LTD.及び 

SATO NEW ZEALAND LTD.はSATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.の子会社であります。 
５．SATO LABELLING MALAYSIA ELECTRONICS SDN.BHD.はSATO MALAYSIA ELECTRONICS MANUFACTURING SDN.BHD.の子会社であります。 
６．SATO FRANCE S.A.S.及びSATO POLSKA SP.Z O.O.はSATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.の子会社であります。 
７．SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN.BHD.はSATO MALAYSIA SDN.BHD.の子会社であります。 
８．SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.はSATO HOLDING(THAILAND)CO.,LTD.の子会社であります。 
９．S.A.R.L.DES BOIS BLANCSはSATO FRANCE S.A.S.の子会社であります。 
10．SATO AMERICA,INC.及びSATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC.はSATO INTERNATIONAL AMERICA,INC.の子会社であります。 

区分 主要製品 事業の内容 当社及び子会社 

サ 
プ 
ラ 
イ 
製 
品 
事 
業 

ICタグ・ラベ

ル、シール、ラ

ベル、タグ、チ

ケット、リボ

ン、MCカード等

サプライ製品 

電子プリンタ用ラベル・

タグ 
ハンドラベラー用ラベル 
ICタグ・ラベル 

 シール 

チケット 

リボン 
MCカード 

統括

当社  
SATO INTERNATIONAL PTE.LTD.（シンガポール） 
以下子会社の統括 

SATO INTERNATIONAL AMERICA,INC.（アメリカ） 
SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.（ベルギー） 
SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 
                       （会社総数 ５社） 

 販売

当社 
SATO INTERNATIONAL PTE.LTD.（シンガポール） 
SATO AMERICA,INC.（アメリカ） 

 SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC.(アメリカ)  
 SATO UK LTD.（イギリス） 
SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH (ドイツ) 

 SATO IBERIA S.A.U. （スペイン） 
SATO POLSKA SP.Z O.O.（ポーランド） 

 SATO FRANCE S.A.S.（フランス） 
 SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 
SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN.BHD.（マレーシア）  

 SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.（タイ） 
 SATO SHANGHAI CO.,LTD.（中国） 
 SATO AUSTRALIA PTY LTD.（オーストラリア）  
 SATO NEW ZEALAND LTD.（ニュージーランド）        (会社総数 15社） 

製造

当社 
SATO AMERICA,INC.（アメリカ） 

 SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC.(アメリカ)  
SATO UK LTD.（イギリス） 

 SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH (ドイツ) 
 SATO IBERIA S.A.U. （スペイン） 
SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 

 SATO POLSKA SP.Z O.O.（ポーランド） 
SATO FRANCE S.A.S.（フランス） 
SATO MALAYSIA SDN.BHD.（マレーシア） 
SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.（タイ） 

 SATO AUSTRALIA PTY LTD.（オーストラリア） 
 SATO NEW ZEALAND LTD.（ニュージーランド） 
 サトープリンティング株式会社                     （会社総数 14社）

 シール、ラベル、タグ等の製造販売 サトープリンティング株式会社 

 人材紹介・派遣 サトービジネスサービス株式会社 

 貨物輸送、電子器具検査、組立等 サトーロジスティクス株式会社

 電子プリンタ等の保守サービス サトーシステムサポート株式会社 

 知識財産の創出、活用、維持管理 株式会社サトー知識財産研究所 



 以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。 



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは創業以来「あくなき創造」を社是として、事業コンセプトに掲げる「DCS（データ・コレクショ

ン・システムズ）＆ Labeling」を推進し、「正確・省力・省資源」を実現して社会に貢献することを経営の基本方

針としております。 

  

(2）目標とする経営指標 

  当社グループは経営指標として、売上高営業利益率、１株当たり当期純利益（EPS）を重視しております。これら

の指標につきましては株主価値を高めていく際のベンチマークと認識しており、2015年度連結売上高目標1,500億円

に対して連結営業利益率10％、EPS200円以上を達成すべき目標としております。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループが事業コンセプトとして掲げる「DCS ＆ Labeling」は、それぞれの現場に も適した解決策を構築

し、お客様に提案する当社独自のビジネスモデルです。製造・配送・販売の各段階において、原材料から製品、仕入

れ商品など、移動する「物」の情報（データ）を収集（コレクション）するために、バーコード、２次元コード、Ｒ

ＦＩＤなどの自動認識技術を駆使し、 適な電子プリンタ、スキャナ、周辺機器、ソフトウェアを組み合わせ、さら

にラベル、リボン、カードなど必要とするサプライ製品から、導入後の保守サービスまでを含めたトータルソリュー

ションを提供いたします。 

 また、当社グループは国内外において持続的な業績向上をはかるため、現状に留まることなく常に「小さな変化」

を継続して、社是である「あくなき創造」を体現していくことが不可欠であると認識しております。企業活動のあら

ゆる分野において「小さな変化」を行いながら、この独自のビジネスモデルである「DCS ＆ Labeling」を全世界で

推進し、「自動認識業界におけるリーディングカンパニー」を目指してまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは中期的な業績目標として、2015年度連結売上高1,500億円の達成を目指しております。この目標を

達成するうえで、海外事業の飛躍的な成長が欠かせません。また、当社独自の事業コンセプト「DCS ＆ Labeling」

を広く世界へ浸透させ、本業による「正確・省力・省資源」の実現という社会貢献を世界各国で展開していくため、

以下の諸施策を推進してまいります。  

 

・収益体質の強化 

① グループオペレーションの抜本改革 

当社の連結子会社であるSATO INTERNATIONAL PTE. LTD.（サトーインターナショナル 在シンガポール、以下

SI）について、平成21年４月３日の取締役会において解散を決議し、同年10月より清算手続きを開始すべく準備に取

り掛かっております。 

平成13年２月にSIをシンガポールに設立し、当社事業の柱であります「DCS ＆ Labeling」を世界展開していくこ

とを目的に積極的に海外展開を行ってまいりました。この間、SIは平成18年１月の大型事業買収をはじめとしてグロ

ーバル化の中心的な役割を担ってまいりましたが、収益体質の確立に向けた懸命の努力にも拘わらず、海外事業にお

いて多額の赤字が累積される結果となりました。これは、従来の国内と海外を切り分けた運営体制の限界を示してい

ると認識し、今後、国内海外を問わずグループのオペレーション体制を一本化し、現場組織の活性化と本社・管理部

門のスリム化を実現することで、早期に収益体質の確立をはかってまいります。 

営業・サービスなどの対顧客営業活動は、日本、米州、欧州、アジア・オセアニアの４地域に分け、地域ニーズ

に適合した営業施策を徹底してまいります。また、営業活動を支える主要機能であるラベル生産体制、プリンタ製品

推進、サービス、SCM、情報システム、人事などについては日本国内にあるノウハウ、資産を活用できる体制を構築

し、グループ全体の 適化を目指して活動してまいります。   

  

② 欧州事業の構造改革 

継続的な取組み課題となっております欧州事業の黒字化につきましては、従来から取り組んでいる国内営業ノウ

ハウの現場指導が徐々に成果を見せ、業務オペレーション面においても改善が進んでおりますが、今後更に構造改革

を進め、当上期において、欧州全域におけるラベル生産・供給体制の再構築及び各子会社の黒字体質の構築に取り組

みます。具体的には、ドイツ子会社のラベル生産工場について、スペイン・ポーランドなどへの生産移管、生産縮小

を含め工場体制の抜本的見直しに急ぎ取り組み、大幅な固定費削減による収益体質の確立を目指します。イギリス及

びスペイン子会社のラベル工場についても、ドイツ子会社に続き固定費削減に取り組んでまいります。今後、国内海

外を問わずグループのオペレーション体制を一本化し、地域ニーズに適合した営業施策を徹底してまいります。 

  

３．経営方針



・原材料高に対する取組み 

原油価格の高騰など、各種原材料価格が値上がりすることで、収益確保のために迅速な対応が求められます。シ

ール・ラベル製品の原材料である原紙の値上がりは、収益を圧迫する要因となりますが、当社グループは生産効率の

さらなる改善を進めるとともに海外原紙の調達を推進することによりコストダウンをはかってまいります。また、製

品価格の値上げについても、お客様にご理解いただきながら、順次進めてまいります。一方、メカトロ製品について

も各種部品材料の値上がりがありますが、マレーシア、ベトナム両工場における生産性向上の取組みにより、製造原

価に影響の出ないように努力してまいります。 

  

・基礎研究、基礎開発の推進 

新技術を取り入れたメカトロ製品の開発、新基材、新しい印刷技術をとり入れたシール・ラベル製品の開発をそ

れぞれ進めてまいります。技術力を一層強化し、「技術のサトー」として他社製品との差別化をはかってまいりま

す。また、多様化、高度化する市場ニーズに応えるべく、社内の取組みだけでなく、外部の優れたノウハウを業務提

携等により、積極的に取り入れてまいります。 

  

・新市場・販売チャネルの開拓 

2015年度の中長期経営目標を達成するには、需要が顕在化している市場だけでなく、新たな市場を全世界的な視

点から開拓していかなければなりません。当面 も注力している中国は、日系企業をはじめとする外資系企業の進出

の影響で人件費の上昇傾向が続いております。そのため省力化投資へのニーズは年々高まってきており、当社グルー

プも多方面にわたり引き合いが増えていることから、自動車産業、電子・電機メーカーをはじめとする日系企業への

販売強化、ローカル企業への新規開拓、代理店との関係強化により、物流、生産の効率化需要に応えてまいります。

また、中南米やロシア・インド等、今後、有望な市場についても事業拡大をはかってまいります。 

当社が提供する「正確・省力・省資源」への需要は根強くあるものと捉え、市場別・用途別に効率化投資への需

要を喚起すると共に、OEMや業務提携など新しい販売チャネルの開拓にも注力し、総力を挙げて売上拡大につとめて

まいります。 

  

・環境への取組み 

当社グループは、地球環境保全が人類共通の重要課題であり当社グループの持続的な企業活動に不可欠であるこ

とを認識し、地球環境に配慮した製品とサービスの提供はもとより、事業全体の環境調和を目指しております。 

お客様の環境保全活動をサポートする当社グループのソリューション「エコマッチ」は、「リデュース（削

減）」「リユース（再利用）」「リサイクル（再資源化）」を実現するためのサプライやプリンタ、循環システムを

総合的に提供いたします。台紙が無い「ノンセパ」シール・ラベルやノンセパ対応プリンタだけでなく、ラベル台紙

や使用済みリボンのリサイクルサポートシステムを採用いただくお客様も増えております。また、台紙の無い「貼り

合わせラベル（ノンセパコンビラベル）」の両面を同時に印字できる新型プリンタも発売いたしました。お客様の用

途に応じて、「環境」をＫＥＹとした様々なソリューションを提案してまいります。 

  



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 10,926 10,726

受取手形及び売掛金 20,334 15,304

有価証券 108 88

たな卸資産 11,127 －

商品及び製品 － 7,284

仕掛品 － 135

原材料及び貯蔵品 － 1,788

未収入金 675 907

繰延税金資産 369 272

その他 1,011 716

貸倒引当金 △226 △282

流動資産合計 44,329 36,941

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,340 9,911

減価償却累計額 △4,914 △5,096

建物及び構築物（純額） 5,425 4,814

機械装置及び運搬具 10,312 10,100

減価償却累計額 △6,588 △6,474

機械装置及び運搬具（純額） 3,724 3,625

工具、器具及び備品 5,212 5,220

減価償却累計額 △3,949 3,840

工具、器具及び備品（純額） 1,262 1,379

土地 5,380 5,366

建設仮勘定 54 628

有形固定資産合計 15,846 15,815

無形固定資産   

のれん 997 420

ソフトウエア 1,683 1,277

借地権 223 173

その他 211 162

無形固定資産合計 3,115 2,034

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  247 ※1  331

長期貸付金 42 315

差入保証金 817 825

繰延税金資産 997 4,957

その他 752 595

貸倒引当金 △46 △94

投資その他の資産合計 2,811 6,931

固定資産合計 21,773 24,780

資産合計 66,103 61,722



（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 5,845 4,013

短期借入金 6,558 3,483

未払金 10,394 10,297

リース債務 － 97

未払法人税等 734 192

賞与引当金 221 84

役員賞与引当金 42 －

製品保証引当金 24 29

その他 3,202 3,129

流動負債合計 27,023 21,328

固定負債   

長期借入金 8 2,000

リース債務 － 478

退職給付引当金 1,811 1,613

役員退職長期未払金 245 245

その他 343 151

固定負債合計 2,408 4,489

負債合計 29,431 25,817

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,331 6,331

資本剰余金 5,799 5,799

利益剰余金 27,481 28,526

自己株式 △2,953 △3,457

株主資本合計 36,658 37,199

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 8

為替換算調整勘定 △59 △1,403

評価・換算差額等合計 △53 △1,394

新株予約権 58 93

少数株主持分 8 6

純資産合計 36,671 35,904

負債純資産合計 66,103 61,722



（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 87,790 78,163

売上原価 ※2  49,932 ※2  45,676

売上総利益 37,857 32,486

販売費及び一般管理費 ※1, 2, 3  32,453 ※1, 2, 3  31,668

営業利益 5,404 818

営業外収益   

受取利息 78 66

受取配当金 2 3

仕入割引 39 33

スワップ評価益 121 135

受取賃貸料 20 12

その他 124 121

営業外収益合計 385 372

営業外費用   

支払利息 180 142

たな卸資産処分損 105 －

為替差損 562 468

その他 190 231

営業外費用合計 1,039 843

経常利益 4,750 347

特別利益   

固定資産売却益 ※4  44 ※4  17

その他 13 1

特別利益合計 58 19

特別損失   

事業再編損 ※5  419 ※5  150

固定資産除却損 ※6  55 ※6  29

前期損益修正損 － ※7  323

固定資産売却損 ※8  85 ※8  6

減損損失 ※9  4 ※9  295

過年度出向者所得税負担金 40 －

貸倒引当金繰入額 22 －

その他 18 1

特別損失合計 646 807

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

4,162 △440

法人税、住民税及び事業税 2,250 1,395

法人税等調整額 △153 △3,873

法人税等合計 2,097 △2,478

少数株主利益 1 1

当期純利益 2,062 2,036



（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 6,331 6,331

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,331 6,331

資本剰余金   

前期末残高 5,799 5,799

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,799 5,799

利益剰余金   

前期末残高 26,333 27,481

当期変動額   

剰余金の配当 △1,026 △1,010

当期純利益 2,062 2,036

在外子会社の年金会計に係る未積立債務の
減少による増加額 111 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 18

当期変動額合計 1,147 1,045

当期末残高 27,481 28,526

自己株式   

前期末残高 △2,059 △2,953

当期変動額   

自己株式の取得 △893 △503

当期変動額合計 △893 △503

当期末残高 △2,953 △3,457

株主資本合計   

前期末残高 36,404 36,658

当期変動額   

剰余金の配当 △1,026 △1,010

当期純利益 2,062 2,036

自己株式の取得 △893 △503

在外子会社の年金会計に係る未積立債務の
減少による増加額 111 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 18

当期変動額合計 253 541

当期末残高 36,658 37,199



（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 7 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 3

当期変動額合計 △2 3

当期末残高 5 8

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,091 △59

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,150 △1,344

当期変動額合計 △1,150 △1,344

当期末残高 △59 △1,403

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,098 △53

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,152 △1,340

当期変動額合計 △1,152 △1,340

当期末残高 △53 △1,394

新株予約権   

前期末残高 － 58

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 58 34

当期変動額合計 58 34

当期末残高 58 93

少数株主持分   

前期末残高 4 8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △1

当期変動額合計 3 △1

当期末残高 8 6

純資産合計   

前期末残高 37,508 36,671

当期変動額   

剰余金の配当 △1,026 △1,010

当期純利益 2,062 2,036

自己株式の取得 △893 △503

在外子会社の年金会計に係る未積立債務の減
少による増加額

111 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 18

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,090 △1,307

当期変動額合計 △836 △766

当期末残高 36,671 35,904



（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 4,162 △440

減価償却費 2,571 2,619

のれん償却額 232 214

固定資産売却益 △44 △17

固定資産売却損 85 6

固定資産除却損 55 29

事業再編損失 419 150

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 146

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54 26

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △42

受取利息及び受取配当金 △80 △70

支払利息 180 142

為替差損益（△は益） △373 660

売上債権の増減額（△は増加） △119 3,920

たな卸資産の増減額（△は増加） △408 1,080

前払費用の増減額（△は増加） △143 98

未収入金の増減額（△は増加） 1 △251

仕入債務の増減額（△は減少） 149 △1,654

未払金の増減額（△は減少） △22 △167

その他 764 531

小計 7,490 6,961

利息及び配当金の受取額 80 70

利息の支払額 △180 △141

事業再編損失に係る支払額 △419 △150

過年度出向者所得税負担金に係る支払額 △40 －

法人税等の支払額 △2,822 △1,745

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,108 4,994

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △114 －

定期預金の払戻による収入 114 －

投資有価証券の取得による支出 △70 △100

有形固定資産の取得による支出 △1,897 △1,548

有形固定資産の売却による収入 348 72

無形固定資産の取得による支出 △574 △337

営業譲受による支出 △68 －

その他 △260 △304

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,522 △2,216



（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） 1,135 △2,955

長期借入れによる収入 － 2,000

長期借入金の返済による支出 △10 △7

自己株式の取得による支出 △893 △503

配当金の支払額 △1,025 △1,009

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △793 △2,476

現金及び現金同等物に係る換算差額 △100 △521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 690 △220

現金及び現金同等物の期首残高 10,344 11,035

現金及び現金同等物の期末残高 11,035 10,814



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社 

 当社の子会社29社は全て連結の範囲に含めておりま

す。 

SATO LABELLING MALAYSIA ELECTRONICS SDN.BHD. 

SATO MALAYSIA ELECTRONICS MANUFACTURING SDN.BHD.

SATO INTERNATIONAL PTE.LTD.   

SATO AMERICA,INC.   

SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.   

SATO MALAYSIA SDN.BHD. 

SATO UK LTD.  

SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.   

SATO SHANGHAI CO.,LTD.     

SATO POLSKA SP.Z O.O.    

SATO VIETNAM Co.,LTD. 

SATO HOLDING(THAILAND)CO.,LTD. 

SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN.BHD. 

SATO FRANCE S.A.S. 

S.A.R.L.DES BOIS BLANCS 

SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC. 

SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH  

SATO IBERIA S.A.U.  

SATO AUSTRALIA PTY LTD.  

SATO NEW ZEALAND LTD.  

SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.LTD. 

SATO INTERNATIONAL AMERICA,INC.  

SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.         

SATO TECHNOLOGY & BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE AB

サトープリンティング株式会社  

サトービジネスサービス株式会社 

サトーロジスティクス株式会社 

サトーシステムサポート株式会社  

株式会社サトー知識財産研究所 

 上記のうち、SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.

LTD.、SATO TECHNOLOGY & BUSINESS DEVELOPMENT 

CENTRE AB 及び株式会社サトー知識財産研究所は、当連

結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に

含めております。 

 なお、前連結会計年度において連結子会社でありまし

た SATO EUROPE NV. は SATO INTERNATIONAL EUROPE 

N.V. に名称を変更しました。 

１．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社 

 当社の子会社29社は全て連結の範囲に含めておりま

す。 

SATO LABELLING MALAYSIA ELECTRONICS SDN.BHD. 

SATO MALAYSIA ELECTRONICS MANUFACTURING SDN.BHD.

SATO INTERNATIONAL PTE.LTD.   

SATO AMERICA,INC.   

SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.   

SATO MALAYSIA SDN.BHD. 

SATO UK LTD.  

SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.   

SATO SHANGHAI CO.,LTD.     

SATO POLSKA SP.Z O.O.    

SATO VIETNAM Co.,LTD. 

SATO HOLDING(THAILAND)CO.,LTD. 

SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN.BHD. 

SATO FRANCE S.A.S. 

S.A.R.L.DES BOIS BLANCS 

SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC. 

SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH  

SATO IBERIA S.A.U.  

SATO AUSTRALIA PTY LTD.  

SATO NEW ZEALAND LTD.  

SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.LTD. 

SATO INTERNATIONAL AMERICA,INC.  

SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.         

SATO TECHNOLOGY & BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE AB

サトープリンティング株式会社  

サトービジネスサービス株式会社 

サトーロジスティクス株式会社 

サトーシステムサポート株式会社  

株式会社サトー知識財産研究所 



   

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) 

２．持分法の適用に関する事項 

 持分法を適用していない関連会社（株式会社ケイエ

ム、株式会社イン・アウト）は、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

 同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち SATO SHANGHAI CO.,LTD. の決算日

は、12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって、連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  同左 

４．会計処理基準に関する事項 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)重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

 その他有価証券のうち時価のあるものについて

は、期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、売却原価は移動

平均法により算定）によっており、時価のないもの

については、移動平均法による原価法によっており

ます。 

① 有価証券 

 同左 

② デリバティブ  

 時価法  

② デリバティブ  

 同左  

③ たな卸資産 

 主として総平均法に基づく原価法によっておりま

すが、連結子会社では、主として総平均法による低

価法によっております。 

③ たな卸資産 

 商品、製品、原材料及び仕掛品については総平

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、貯蔵品については 終仕入原価法に

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。 

（会計処理の変更） 

 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）を適用しております。 

 なお、これに伴う損益へ与える影響は軽微であ

ります。  



  

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) 

(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 

 主として定率法によっております。ただし、当社

の平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備

を除く）については、定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

 建物及び構築物    12～50年 

 機械装置及び運搬具  ７～10年  

(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） 

 主として定率法によっております。ただし、当社

の平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備

を除く）については、定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

 建物及び構築物    12～50年 

 機械装置及び運搬具  ７～10年  

（会計処理の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益がそれぞれ59百万円減少しておりま

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。 

   

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、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。 

 これにより、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35百万円減少しておりま

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 無形固定資産 

 定額法によっております。なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社内における利用可能期間

（主に５年）に基づいております。  

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 

③ 長期前払費用 

 定額法によっております。 

③ 長期前払費用 

 同左  

④     ―――――― ④ 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、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前の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。 



  

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) 

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、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。 

① 貸倒引当金 

 同左 

② 賞与引当金 

連結子会社の従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

③ 役員賞与引当金 

当社の役員及び執行役員に対する賞与の支払に備

えるため、支給見込額を計上しております。 

③     ―――――― 

④ 退職給付引当金 

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

づき計上しております。 

なお、数理計算上の差異については、発生の翌連

結会計年度より平均残存勤務期間以内の一定年数

（６年）による定額法により処理しております。  

また、過去勤務債務については、発生年度より平

均残存勤務期間以内の一定年数（６年）による定額

法により処理しております。   

④ 退職給付引当金 

同左 

⑤ 製品保証引当金  

 当社は販売製品のアフターサービス費用の支出に

備えるため、保証期間内のサービス費用の発生見込

額を過去の実績に基づき計上しております。 

⑥ 製品保証引当金  

 同左 

(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 

 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、連結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計上しております。  

(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 

 同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

 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・リース取引については、主

として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。 

(5）     ―――――― 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替

変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充た

している場合には振当処理を採用しております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替

変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充た

している場合には振当処理を、特例処理の要件を充

たす金利スワップ取引については特例処理を採用し

ております。 



  

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) 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当社の外貨建金銭債権債務に対して、為替予約取

引を、また連結子会社の外貨建金銭債権債務に対し

て通貨スワップ取引を実施しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ対象 

為替予約取引、金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務に対して為替予約取引を実

施、借入金に対して金利スワップ取引を実施 

③ ヘッジ方針 

当社及び連結子会社の外貨建金銭債権債務の決済

時における為替相場変動リスクを回避し、キャッシ

ュ・フローを固定化するために、実需に伴う取引に

限定して実施しております。 

③ ヘッジ方針 

当社及び連結子会社の外貨建金銭債権債務の決済

時における為替相場変動リスクを回避する目的で行

われる為替予約取引及び金利変動リスクを回避する

目的で行われる金利スワップ取引については、キャ

ッシュ・フローを固定化するために、実需に伴う取

引に限定して実施し、取引の残高状況を把握し管理

しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約については、ヘッジに高い有効性がある

とみなされるため、有効性の評価については省略し

ております。  

④ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約については、ヘッジに高い有効性がある

とみなされるため有効性の評価は省略しておりま

す。また、金利スワップ取引については、元本・利

率・期間等の条件が同一で特例処理の要件を充たし

ているため有効性の評価を省略しております。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

② 連結納税制度の適用 

当連結会計年度より連結納税制度を適用しており

ます。 

② 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については全面時価

評価法を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、対象となる連結子会社毎に

５年及び10年間の定額法により償却を行っておりま

す。  

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

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。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



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

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) 

―――――― （リース取引に関する会計基準） 

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。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

これによる損益へ与える影響は軽微であります。  

表示方法の変更

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) 

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「有価

証券売却益」（当連結会計年度は9百万円）は、金額的

重要性が乏しくなったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示しております。 

―――――― 

  

２．前連結会計年度まで営業外収益「その他」に含まれ

ておりました「仕入割引」は、金額的重要性が増した

ため、当連結会計年度において区分掲記しておりま

す。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「仕入割引」は38百万円であります。 

  

連結財務諸表の注記事項

（連結貸借対照表関係）

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 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 ※１ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 68 百万円 投資有価証券（株式） 68  百万円



  

（連結損益計算書関係）

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 販売費及び一般管理費のうち主要なもの ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの 

給料諸手当 14,828百万円 

減価償却費 1,255百万円 

給料諸手当 14,564百万円 

減価償却費 1,349百万円 

※２ 引当金繰入額の内訳 ※２ 引当金繰入額の内訳 

  単位：百万円

区分   
販売費及び

一般管理費 
  売上原価   計 

賞与引当金繰

入額 
   132    54    187

役員賞与引当

金繰入額 
   42    －    42

退職給付費用    764    88    852

  単位：百万円

区分  
販売費及び

一般管理費
  売上原価   計 

賞与引当金繰

入額 
   83    59    143

退職給付費用   652    74    726

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 ※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 

1,728百万円 1,922百万円 

※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

建物及び構築物  28

機械装置及び運搬具   7

土地   8

合計  44

  百万円

建物及び構築物  8

機械装置及び運搬具   7

工具器具及び備品  1

合計  17

※５ 事業再編損失は事業再編にかかる特別退職金等でで

ありその主な内訳は次のとおりであります。 

  

   百万円

SATO LABELLING SOLUTIONS 

EUROPE GmbH 

 215

SATO IBERIA S.A.  111

SATO LABELING SOLUTIONS 

AMERICA,INC. 

 25

SATO NEW ZEALAND LTD.  24

SATO UK LTD.  17

SATO FRANCE S.A.S.  16

その他  7

合計  419

※５ 事業再編損失は事業再編にかかる特別退職金等でで

ありその主な内訳は次のとおりであります。 

  

   百万円

SATO LABELLING SOLUTIONS 

EUROPE GmbH 

 123

SATO UK LTD.  17

SATO IBERIA S.A.  9

合計  150

※６        ―――――― ※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

    百万円

機械装置及び運搬具  19

工具器具及び備品   6

建物及び構築物  3

合計  29

※７        ―――――― ※７ 前期損益修正損は在外子会社における過年度売上修

正等であります。 



  

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) 

※８ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※８ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

機械装置及び運搬具  9

工具器具及び備品   1

土地   75

合計  85

  百万円

機械装置及び運搬具  3

土地   2

建物及び構築物  0

合計  6

※９        ―――――― ※９ 減損損失 

当社及び連結子会社は、当連結会計年度において、

以下の有形固定資産及び無形固定資産について帳簿価

額を回収可能額まで減額し、減損損失（295百万円）

を計上しております。 

（1）減損損失を認識した資産 

（2）減損損失に至った経緯 

① 電話加入権 

当社の事業の用に供していない電話加入権につ

いて、時価が著しく下落したことから減損損失を

認識しております。 

② 建物 

当社の連結子会社であるSATO IBERIA S.A.U.に

おいて、設立以来３期連続で営業キャッシュ・フ

ローがマイナスとなり、現状では世界的な不況に

より事業の見通しが極めて不透明となっておりま

すことから、減損損失を認識しております。 

③ のれん 

Checkpoint Systems, Inc.のバーコード関連事

業及びWalker Datavision Ltdの自動認識事業を

譲り受けた際に、同社の超過収益力を前提として

のれんを計上しておりましたが、当社の連結子会

社であるSATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE 

GmbH、SATO IBERIA S.A.U.及びSATO NEW ZEALAND 

LTD.において、営業活動による収益性の低下が認

められることから、減損損失を認識しておりま

す。 

（3）減損損失の金額 

 用途  種類  場所 

 遊休資産  電話加入権  東京都渋谷区 

 事業用資産  建物  スペイン 

 －  のれん  ドイツ 

 －  のれん  スペイン 

 －  のれん  ニュージーランド

  百万円

電話加入権  2

建物  122

のれん  171

合計  295



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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加501千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加500千株、

単元未満株式の買取りによる増加1千株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  32,001  －  －  32,001

合計  32,001  －  －  32,001

自己株式         

普通株式 （注）１  886  501  －  1,387

合計  886  501  －  1,387

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションと

しての新株予約権 
－  －  －  －  －  58

合計 －  －  －  －  －  58

  
（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５月18日 

取締役会 
普通株式  528  17 平成19年３月31日 平成19年６月25日 

平成19年11月16日 

取締役会 
普通株式  497  16 平成19年９月30日 平成19年12月10日 

  
（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５月15日 

取締役会 
普通株式  520 利益剰余金  17 平成20年３月31日 平成20年６月23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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加501千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加500千株、

単元未満株式の買取りによる増加1千株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  32,001  －  －  32,001

合計  32,001  －  －  32,001

自己株式         

普通株式 （注）１  1,387  501  －  1,889

合計  1,387  501  －  1,889

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションと

しての新株予約権 
－  －  －  －  －  93

合計 －  －  －  －  －  93

  
（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５月15日 

取締役会 
普通株式  520  17 平成20年３月31日 平成20年６月23日 

平成20年11月14日 

取締役会 
普通株式  489  16 平成20年９月30日 平成20年12月10日 

  
（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６月19日

定時株主総会 
普通株式  511 利益剰余金  17 平成21年３月31日 平成21年６月22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 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 

※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 

  （百万円）

現金及び預金勘定 10,926

有価証券勘定 108

現金及び現金同等物 11,035

  （百万円）

現金及び預金勘定 10,726

有価証券勘定 88

現金及び現金同等物 10,814

  ２ 営業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳当

連結会計年度にTrakIT社より譲り受けた資産及び負

債の内訳は次のとおりであります。  

  ２        ―――――― 

  （百万円）

流動資産 －

固定資産 68

のれん －

流動負債 －

固定負債 －

営業譲受価額 68

営業譲受時の現金及び現金同等

物 

－

差引：営業譲受による支出 68

  



有価証券の時価等 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

  

２ 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

（有価証券関係）

種類 

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） 

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） 

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  8  17  9  8  24  16

(2)債券                                    

国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

社債  －  －  －  －  －  －

(3)その他  －  －  －  －  －  －

小計  8  17  9  8  24  16

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  2  2  －  1  1  △0

(2)債券                                    

国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

社債  －  －  －  100  98  △1

(3)その他  －  －  －  －  －  －

小計  2  2  －  101  99  △1

合計  10  20  9  109  124  14

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） 

売却額（百万円） 
売却益の合計 
（百万円） 

売却損の合計 
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計 
（百万円） 

売却損の合計 
（百万円） 

 129  9  －  －  －  －

  

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） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

その他有価証券            

非上場株式  97  97

その他  129  109

   226  206



 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） 

 １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費  58百万円 

 ２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

（ストック・オプション等関係）

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

付与対象者の区分及び人数 当社使用人 1,427名 当社使用人６名、子会社使用人42名

株式の種類別のストック・オプションの付

与数（注） 
普通株式 285,400株 普通株式 94,000株 

付与日 平成19年４月２日 平成19年５月15日 

権利確定条件 

付与日（平成19年４月２日）以降、

権利確定日（平成21年３月16日）ま

で継続して勤務していること。 

付与日（平成19年５月15日）以降、

権利確定日（平成20年５月15日）ま

で継続して勤務していること。 

対象勤務期間 
自 平成19年４月２日 

至 平成21年３月16日 

自 平成19年５月15日 

至 平成20年５月15日 

権利行使期間 
自 平成21年３月17日 

至 平成24年３月16日 

自 平成20年５月16日 

至 平成23年５月15日 

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

権利確定前      （株）            

前連結会計年度末  －  －

付与  285,400  94,000

失効  19,800  12,000

権利確定  －  －

未確定残  265,600  82,000

権利確定後      （株）            

前連結会計年度末  －  －

権利確定  －  －

権利行使  －  －

失効  －  －

未行使残  －  －



② 単価情報 

 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

   当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりで

  あります。 

   ① 使用した評価技法    ブラック・ショールズ式 

   ② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．平成15年10月から平成19年４月までの3.5年間（平成19年３月16日発行決議分）及び平成16年11月から平成19 

    年５月までの2.5年間（平成19年４月27日発行決議分）の株価実績に基づき算定しております。 

   ２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される  

    ものと推定して見積もっております。 

   ３．平成19年３月期の配当実績によっております。 

   ４．予想残存期間に対応する国債の利回りであります。 

  

 ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

   基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

  ます。 

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

権利行使価格      （円）  2,474  2,476

行使時平均株価     （円）  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  304  218

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

株価変動性(注)１            23.81％            24.08％ 

予想残存期間(注)２             3.5年             2.5年 

予想配当(注)３            32円／株            32円／株 

無リスク利子率(注)４             1.21％             1.18％ 



 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．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費  34百万円 

 ２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

付与対象者の区分及び人数 当社使用人 1,427名 当社使用人６名、子会社使用人42名

株式の種類別のストック・オプションの付

与数（注） 
普通株式 285,400株 普通株式 94,000株 

付与日 平成19年４月２日 平成19年５月15日 

権利確定条件 

付与日（平成19年４月２日）以降、

権利確定日（平成21年３月16日）ま

で継続して勤務していること。 

付与日（平成19年５月15日）以降、

権利確定日（平成20年５月15日）ま

で継続して勤務していること。 

対象勤務期間 
自 平成19年４月２日 

至 平成21年３月16日 

自 平成19年５月15日 

至 平成20年５月15日 

権利行使期間 
自 平成21年３月17日 

至 平成24年３月16日 

自 平成20年５月16日 

至 平成23年５月15日 

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

権利確定前      （株）            

前連結会計年度末  265,600  82,000

付与  －  －

失効  －  1,000

権利確定  265,600  81,000

未確定残  －  －

権利確定後      （株）            

前連結会計年度末  －  －

権利確定  265,600  81,000

権利行使  －  －

失効  10,600  8,000

未行使残  255,000  73,000



② 単価情報 

 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

   当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりで

  あります。 

   ① 使用した評価技法    ブラック・ショールズ式 

   ② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．平成15年10月から平成19年４月までの3.5年間（平成19年３月16日発行決議分）及び平成16年11月から平成19 

    年５月までの2.5年間（平成19年４月27日発行決議分）の株価実績に基づき算定しております。 

   ２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される  

    ものと推定して見積もっております。 

   ３．平成19年３月期の配当実績によっております。 

   ４．予想残存期間に対応する国債の利回りであります。 

  

 ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

   基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

  ます。 

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

権利行使価格      （円）  2,474  2,476

行使時平均株価     （円）            

公正な評価単価（付与日）（円）  304  218

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

株価変動性(注)１            23.81％            24.08％ 

予想残存期間(注)２             3.5年             2.5年 

予想配当(注)３            32円／株            32円／株 

無リスク利子率(注)４             1.21％             1.18％ 



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） 

（注）１. 事業区分は製品の種類によりメカトロ製品事業とサプライ製品事業に区分しており、主な製品は以下の 

 とおりであります。 

 ① メカトロ製品事業……電子プリンタ、ハンドラベラー 

 ② サプライ製品事業……電子プリンタ用ラベル・タグ、ハンドラベラー用ラベル、ICタグ・ラベル、 

             シール、チケット、リボン、MCカード  

２. 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、7,173百万円であ

り、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産でありま

す。 

   ３. 会計処理の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（２）①に記載のとおり、当社及び国内連結

子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、メカトロ製品事業が21

百万円増加、サプライ製品事業が37百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

   ４. 追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（２）①に記載のとおり、当社及び国内連結

子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

これにより従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用はメカトロ製品事業が8百万

円増加、サプライ製品事業が27百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
メカトロ製品
事業 
（百万円） 

サプライ製品
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  36,851  50,939  87,790 （－）  87,790

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  － （－）  －

計  36,851  50,939  87,790 （－）  87,790

営業費用  34,134  48,251  82,386 （－）  82,386

営業利益  2,716  2,687  5,404 （－）  5,404

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出 
          

資産  29,905  29,024  58,929  7,173  66,103

減価償却費  1,142  1,428  2,571 （－）  2,571

資本的支出  1,011  1,445  2,457 （－）  2,457



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） 

（注）１. 事業区分は製品の種類によりメカトロ製品事業とサプライ製品事業に区分しており、主な製品は以下の 

 とおりであります。 

 ① メカトロ製品事業……電子プリンタ、ハンドラベラー 

 ② サプライ製品事業……電子プリンタ用ラベル・タグ、ハンドラベラー用ラベル、ICタグ・ラベル、 

             シール、チケット、リボン、MCカード  

２. 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、 百万円であ

り、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産でありま

す。  

  
メカトロ製品
事業（百万
円） 

サプライ製品
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  31,325  46,837  78,163 （－）  78,163

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  － （－）  －

計  31,325  46,837  78,163 （－）  78,163

営業費用  31,322  46,023  77,345 （－）  77,345

営業利益  3  814  818 （－）  818

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出 
          

資産  26,738  28,051  54,789 6,932  61,722

減価償却費  1,095  1,524  2,620 （－）  2,620

資本的支出  1,105  1,271  2,376 （－）  2,376

6,932



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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米 ………… 米国 

(2) 欧州 ………… ドイツ、イギリス、ポーランド、ベルギー、フランス、スペイン、スウェーデン 

(3) アジア・オセアニア ……… マレーシア、シンガポール、タイ、中国、ベトナム、オーストラリア、 

                               ニュージーランド     

     ３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額はありません。 

４. 会計処理の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（２）①に記載のとおり、当社及び国内連結子

会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、日本が59百万円増加し、

営業利益が同額減少しております。 

５. 追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（２）①に記載のとおり、当社及び国内連結子

会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

これにより従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は日本が35百万円増加し、営

業利益が同額減少しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 

アジア 

オセアニア 

（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  60,013 9,743 11,158 6,874  87,790  － 87,790

(2)セグメント間の内部売上高  3,186 71 265 9,103  12,627 (12,627) －

計  63,199 9,815 11,424 15,978  100,418 (12,627) 87,790

営業費用  58,211 9,293 11,907 15,449  94,862 (12,476) 82,386

営業利益又は 

営業損失（△） 
 4,987 521 △482 528  5,555 △151 5,404

Ⅱ．資産  66,701 7,399 10,540 31,555  116,197 (50,094) 66,103



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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米 ………… 米国 

(2) 欧州 ………… ドイツ、イギリス、ポーランド、ベルギー、フランス、スペイン、スウェーデン 

(3) アジア・オセアニア ……… マレーシア、シンガポール、タイ、中国、ベトナム、オーストラリア、 

                               ニュージーランド     

     ３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額はありません。 

  
日本（百万

円） 
北米（百万

円） 
欧州（百万

円） 

アジアオセア

ニア（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  57,185 7,489 8,459 5,028  78,163  － 78,163

(2)セグメント間の内部売上高  1,793 54 284 6,761  8,893 (8,893) －

計  58,978 7,544 8,744 11,790  87,057 (8,893) 78,163

営業費用  56,093 7,268 10,259 12,297  85,920 (8,574) 77,345

営業利益又は営業損失

（△） 
 2,885 275 △1,515 △507  1,137 △318 818

Ⅱ．資産  69,818 6,998 6,237 29,255  112,309 (50,587) 61,722



 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1） 北米 ……… 米国、カナダ 

(2） 欧州 ……… ドイツ、イギリス、フランス、イタリア他 

(3） アジア他 … マレーシア、シンガポール、タイ、中国、オーストラリア他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1） 北米 ……… 米国、カナダ 

(2） 欧州 ……… ドイツ、イギリス、フランス、イタリア他 

(3） アジア他 … マレーシア、シンガポール、タイ、中国、オーストラリア他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

ｃ．海外売上高

    北米 欧州 アジア他 計 

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） 

Ⅰ．海外売上高 

（百万円） 
 9,743  11,158  6,874  27,777

Ⅱ．連結売上高 

（百万円） 
 －  －  －  87,790

Ⅲ．海外売上高の連

結売上高に占め

る割合（％） 

 11.1  12.7  7.8  31.6

    北米 欧州 アジア他 計 

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） 

Ⅰ．海外売上高 

（百万円） 
 7,489  8,459  5,028  20,978

Ⅱ．連結売上高 

（百万円） 
 －  －  －  78,163

Ⅲ．海外売上高の連

結売上高に占め

る割合（％） 

 9.6  10.8  6.4  26.8



  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） 

 主要株主等  

 （注）取引金額には消費税等は含まれておりません。 

  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） 

 主要株主等 

 （注）取引金額には消費税等は含まれておりません。 

（関連当事者情報）

属性 会社等の名
称 住所 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)
役員の兼
任等 
（人） 

事業上の
関係 

法人主要 

株主  

財団法人サ

トー国際奨

学財団  

東京都 

渋谷区  

 － 留学生奨

学金事業

海外交流

事業 

 (被所有) 

 直接 11.8 

－ 当社経営

基本方針

に基づく

社会貢献

の実施 

寄付金   20  － －

属性 会社等の名
称 住所 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)
役員の兼
任等 
（人） 

事業上の
関係 

法人主要 

株主  

財団法人サ

トー国際奨

学財団  

東京都 

渋谷区  

 － 留学生奨

学金事業

海外交流

事業 

 (被所有) 

 直接 11.8 

－ 当社経営

基本方針

に基づく

社会貢献

の実施 

寄付金   20  － －



 （注）１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（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 1,195.69円 

１株当たり当期純利益金額 66.70円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 1,189.04円 

１株当たり当期純利益金額 66.96円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については希薄化効果を有している潜在株式が存在

し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) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  2,062  2,036

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）  2,062  2,036

期中平均株式数（千株）  30,929  30,421

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権方式によるストックオプ

ション（新株予約権の数3,476個） 

新株予約権方式によるストックオプ

ション（新株予約権の数3,280個） 

  
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) 

純資産の部の合計額（百万円）  36,671  35,904

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
 66  99

 （うち新株予約権）  (58)  (93)

 （うち少数株主持分）  (8)  (6)

普通株式に係る期末の純資産額 

（百万円） 
 36,604  35,804

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株） 
 30,613  30,111



（重要な後発事象）

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） 

       ―――――― （子会社の解散） 

当社は、平成21年４月３日開催の取締役会において、

当社の子会社であるSATO INTERNATIONAL PTE.LTD.を解

散することを決議いたしました。 

（1）解散の理由 

当該子会社は、当社事業の柱であります

DCS&Labelingを世界展開していくことを目的に平

成13年２月に設立され、積極的に海外展開を行う

とともに海外販売統括会社としてグローバル化の

中心的な役割を担ってまいりました。しかしなが

ら、収益体質の確立に向けた懸命の努力にも拘わ

らず、海外事業において多額の赤字が累積される

結果となりました。これは、従来の国内と海外を

切り分けた運営体制の限界を示していると認識

し、国内・海外を問わず、グループのオペレーシ

ョン体制を見直して早期に現場組織の活性化と収

益体質の確立を図るべく、同社を解散することと

いたしました。 

（2）当該子会社の名称、事業内容、持分比率等 

名称：SATO INTERNATIONAL PTE.LTD. 

事業内容：海外事業の統括 

持分比率：100% 

（3）解散の時期 

平成21年10月より清算手続を開始し、平成22年３

月末までに清算予定であります。 

（4）当該子会社の状況、負債総額 

（平成21年３月31日現在） 

資本金：259百万S$（17,635百万円） 

負債総額：209百万S$（13,514百万円） 

（5）当該解散による会社の損失見込額 

当該解散による損失見込額は当連結会計年度ま

での損益に反映されており、今後における当社の

業績への影響は軽微であると見込んでおります。 

（6）当該解散が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

売上が当社グループ内の取引であるため、軽微で

あります。 



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 7,237 7,475

受取手形 3,891 2,984

売掛金 ※2  11,269 ※2  9,315

商品 164 －

製品 3,104 －

半製品 152 －

商品及び製品 － 3,200

仕掛品 50 50

原材料 312 298

前払費用 419 343

短期貸付金 ※2  761 ※2  2,864

未収入金 761 1,154

繰延税金資産 190 75

その他 269 95

貸倒引当金 △11 △24

流動資産合計 28,573 27,834

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,829 7,824

減価償却累計額 △3,833 △4,090

建物（純額） 3,996 3,733

構築物 312 309

減価償却累計額 △261 △266

構築物（純額） 51 42

機械及び装置 7,118 7,158

減価償却累計額 △4,765 △4,745

機械及び装置（純額） 2,352 2,412

車両運搬具 30 30

減価償却累計額 △27 △28

車両運搬具（純額） 2 2

工具、器具及び備品 2,424 2,372

減価償却累計額 △1,922 △1,932

工具、器具及び備品（純額） 502 440

土地 5,334 5,328

建設仮勘定 14 462

有形固定資産合計 12,253 12,422

無形固定資産   

ソフトウエア 954 746

のれん 17 8

ソフトウエア仮勘定 61 51

その他 45 42

無形固定資産合計 1,077 849



（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 178 262

関係会社株式 19,794 8,929

関係会社出資金 1,365 1,365

出資金 1 1

従業員に対する長期貸付金 2 0

長期貸付金 － 295

関係会社長期貸付金 1,608 261

更生債権等 29 74

長期前払費用 55 46

長期未収入金 101 70

繰延税金資産 494 4,909

差入保証金 714 726

その他 416 819

貸倒引当金 △47 △94

投資その他の資産合計 24,716 17,666

固定資産合計 38,048 30,937

資産合計 66,621 58,772

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,160 904

買掛金 2,710 2,213

短期借入金 5,000 3,000

リース債務 － 74

未払金 9,665 9,858

未払法人税等 671 110

未払消費税等 209 85

預り金 ※2  1,737 ※2  2,595

役員賞与引当金 42 －

製品保証引当金 24 15

その他 94 93

流動負債合計 22,316 18,949

固定負債   

長期借入金 － 2,000

リース債務 － 421

退職給付引当金 708 823

役員退職長期未払金 245 245

預り保証金 202 49

固定負債合計 1,156 3,540

負債合計 23,473 22,489



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,331 6,331

資本剰余金   

資本準備金 5,789 5,789

その他資本剰余金 9 9

資本剰余金合計 5,799 5,799

利益剰余金   

利益準備金 474 474

その他利益剰余金   

任意積立金 27,325 27,325

繰越利益剰余金 6,107 △292

利益剰余金合計 33,907 27,507

自己株式 △2,953 △3,457

株主資本合計 43,084 36,180

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 8

評価・換算差額等合計 5 8

新株予約権 58 93

純資産合計 43,148 36,282

負債純資産合計 66,621 58,772



（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   

製品売上高 52,858 49,039

商品売上高 7,919 7,056

売上高合計 60,778 56,096

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 3,273 3,104

当期製品製造原価 24,410 23,560

当期製品仕入高 5,909 4,888

合計 33,593 31,553

他勘定振替高 ※1  246 ※1  219

製品期末たな卸高 3,104 2,911

製品売上原価 30,243 28,421

商品売上原価   

商品期首たな卸高 318 164

当期商品仕入高 5,951 5,458

合計 6,269 5,622

商品期末たな卸高 164 145

商品売上原価 6,105 5,477

売上原価合計 36,348 33,898

売上総利益 24,429 22,197

販売費及び一般管理費   

販売手数料・促進費 329 268

運賃及び荷造費 988 928

広告宣伝費 379 351

役員報酬 364 387

給料及び手当 8,297 8,566

退職給付費用 721 658

役員賞与引当金繰入額 46 －

福利厚生費 1,303 1,394

旅費及び交通費 664 629

通信費 306 295

減価償却費 816 823

賃借料 377 437

研究開発費 ※2  1,734 ※2  1,925

諸手数料 1,888 1,816

その他 1,912 1,900

販売費及び一般管理費合計 20,130 20,384

営業利益 4,299 1,813



（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) 

営業外収益   

受取利息 ※3  88 ※3  75

受取配当金 ※3  46 ※3  43

受取手数料 102 69

受取賃貸料 30 84

その他 53 21

営業外収益合計 321 295

営業外費用   

支払利息 61 67

たな卸資産処分損 71 －

為替差損 361 6

売上割引 19 18

貸与資産減価償却費 － 52

その他 56 37

営業外費用合計 571 183

経常利益 4,049 1,925

特別利益   

前期損益修正益 ※4  104 －

固定資産売却益 ※5  37 ※5  14

その他特別利益 2 1

特別利益合計 144 16

特別損失   

固定資産売却損 ※6  82 ※6  6

固定資産除却損 ※7  41 ※7  26

減損損失 4 2

過年度出向者所得税負担金 40 －

貸倒引当金繰入額 22 －

その他特別損失 5 1

関係会社株式評価損 － 10,864

特別損失合計 196 10,901

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 3,997 △8,959

法人税、住民税及び事業税 1,654 732

法人税等調整額 △50 △4,302

法人税等合計 1,603 △3,570

当期純利益又は当期純損失（△） 2,394 △5,389



  

製造原価明細書

    
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) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

１．材料費    20,640  84.8  20,155  85.5

２．外注加工費    80  0.3  61  0.3

３．労務費 ※２  1,365  5.6  1,296  5.5

４．経費 ※３  2,267  9.3  2,059  8.7

当期総製造費用    24,354  100.0  23,571  100.0

期首半製品・仕掛品た 
な卸高 

   271    203   

他勘定振替高 ※４  12    20   

期末半製品・仕掛品た 
な卸高 

   203    193   

当期製品製造原価    24,410    23,560   

            

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) 

１ 原価計算の方法 １ 原価計算の方法 

 当社の原価計算は、工程別組別総合原価計算を実
施しており、期中は、予定原価を用い、原価差額を
月末において調整しております。 

 当社の原価計算は、工程別組別総合原価計算を実
施しており、期中は、予定原価を用い、原価差額を
月末において調整しております。 

※２ 退職給付費用88百万円が含まれております。 ※２ 退職給付費用74百万円が含まれております。 

※３ 減価償却費701百万円が含まれております。 ※３ 減価償却費737百万円が含まれております。 

※４ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。 ※４ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 3百万円

工具器具及び備品 8  

合計 12  

販売費及び一般管理費 7百万円

工具器具及び備品  4  

未収入金  7  

その他  1  

合計 20  



（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 6,331 6,331

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,331 6,331

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,789 5,789

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,789 5,789

その他資本剰余金   

前期末残高 9 9

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9 9

資本剰余金合計   

前期末残高 5,799 5,799

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,799 5,799

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 474 474

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 474 474

その他利益剰余金   

任意積立金   

前期末残高 27,325 27,325

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 27,325 27,325

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,739 6,107

当期変動額   

剰余金の配当 △1,026 △1,010

当期純利益 2,394 △5,389

当期変動額合計 1,367 △6,399

当期末残高 6,107 △292

利益剰余金合計   

前期末残高 32,539 33,907

当期変動額   

剰余金の配当 △1,026 △1,010

当期純利益 2,394 △5,389

当期変動額合計 1,367 △6,399

当期末残高 33,907 27,507



（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) 

自己株式   

前期末残高 △2,059 △2,953

当期変動額   

自己株式の取得 △893 △503

当期変動額合計 △893 △503

当期末残高 △2,953 △3,457

株主資本合計   

前期末残高 42,610 43,084

当期変動額   

剰余金の配当 △1,026 △1,010

当期純利益 2,394 △5,389

自己株式の取得 △893 △503

当期変動額合計 474 △6,903

当期末残高 43,084 36,180

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 3

当期変動額合計 △2 3

当期末残高 5 8

新株予約権   

前期末残高 － 58

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 58 34

当期変動額合計 58 34

当期末残高 58 93

純資産合計   

前期末残高 42,617 43,148

当期変動額   

剰余金の配当 △1,026 △1,010

当期純利益 2,394 △5,389

自己株式の取得 △893 △503

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 56 37

当期変動額合計 530 △6,865

当期末残高 43,148 36,282



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

項目 
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) 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式について

は、移動平均法による原価法によってお

ります。 

その他有価証券のうち時価のあるもの

については期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、売却原価は移動平均法によ

り算定）によっており、時価のないもの

については、移動平均法による原価法に

よっております。 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法  

時価法  

  

同左   

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品、製品、半製品、原材料、仕掛品… 

総平均法による原価法

商品、製品、原材料、仕掛品…総平均法に

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）

  貯蔵品…… 終仕入原価法による原価法  ―――――― 

  ―――――― （会計方針の変更） 

 当事業年度より「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）を適用してお

ります。 

 なお、これに伴う損益へ与える影響は

軽微であります。  

４．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物         12～50年 

機械及び装置     ７～10年 

有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （会計処理の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

 これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ59百万円減

少しております。 

―――――― 



  

項目 
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) 

  （追加情報） 

法人税法の改正に伴い、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。

 これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ34百万円減

少しております。 

―――――― 

  無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用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）に基づいております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  ―――――― 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、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

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。  

  長期前払費用 

定額法によっております。 

長期前払費用 

同左 

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 役員賞与引当金 

 役員及び執行役員に対する賞与の支払

に備えるため、支給見込額を計上してお

ります。 

(2)          ――――――  

  (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務見込額に

基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異については、

発生年度の翌期より平均残存勤務期間以

内の一定年数（６年）による定額法によ

り処理することとしております。 

 また、過去勤務債務については、発生

年度より平均残存勤務期間以内の一定年

数（６年）による定額法により処理して

おります。 

(3) 退職給付引当金 

同左 



   

項目 
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) 

  (4) 製品保証引当金 

 販売製品のアフターサービス費用の支

出に備えるため、保証期間内のサービス

費用の発生見込額を、過去の実績に基づ

き計上しております。  

(4) 製品保証引当金 

同左 

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

等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。 

同左 

７．リース取引の処理方法  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。 

―――――― 

８．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替変動リスクのヘッジについて

振当処理の要件を充たしている場合には

振当処理を採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替変動リスクのヘッジについて

振当処理の要件を充たしている場合には

振当処理を、特例処理の要件を充たす金

利スワップ取引ついては特例処理を採用

しております。 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務に対して、為替予

約取引を実施しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象  

ヘッジ手段・・為替予約取引、金利ス

ワップ取引 

ヘッジ対象・・外貨建金銭債権債務に

対して為替予約取引を

実施、借入金に対して

金利スワップ取引を実

施 

  (3) ヘッジ方針  

外貨建金銭債権債務の決済時における

為替相場変動リスクを回避し、キャッシ

ュ・フローを固定化するために、実需に

伴う取引に限定して実施しております。

(3) ヘッジ方針 

外貨建金銭債権債務の決済時における

為替相場変動リスクを回避する目的で行

われる為替予約取引及び金利変動リスク

を回避する目的で行われる金利スワップ

取引については、キャッシュ・フローを

固定化するために、実需に伴う取引に限

定して実施し、取引の残高状況を把握し

管理しております。 

  (4) ヘッジの有効性評価の方法  

為替予約については、ヘッジに高い有

効性があるとみなされるため、有効性の

評価については省略しております。  

(4) ヘッジの有効性評価の方法  

為替予約については、ヘッジに高い有

効性があるとみなされるため有効性の評

価は省略しております。また、金利スワ

ップ取引については、元本・利率・期間

等の条件が同一で特例処理の要件を充た

しているため有効性の評価を省略してお

ります。 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項  

(1) 消費税等の会計処理の方法 

 税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理の方法 

 同左 

 (2) 連結納税制度の適用 

  当事業年度より、連結納税制度を適

用しております。  

 (2) 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 



会計処理方法の変更

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) 

―――――― （リース取引に関する会計基準） 

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、当事業年度より「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。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

これによる損益へ与える影響は軽微であります。  

表示方法の変更

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） 

―――――― （損益計算書） 

前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりました「貸与資産減価償却費」は、当事業年度

において金額的重要性が増したため区分掲記しておりま

す。 

なお、前事業年度の「その他」に含まれている「貸与

資産減価償却費」は、26百万円であります。  



  

注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

１ 保証債務 

（1）関係会社の銀行借入金に対して保証を行っており

ます。 

１ 保証債務 

（1）関係会社の銀行借入金に対して保証を行っており

ます。 

（被保証者） （金額） 

SATO 

INTERNATIONAL 

PTE.LTD. 

(2,653 
  

(7,500 

  

千米ドル) 
  
千シンガポ

ールドル) 

810 百万円

SATO UK LTD. (1,586 千ポンド) 317 百万円

SATO LABELLING  

SOLUTIONS  

EUROPE GmbH 

(1,788 千ユーロ) 282 百万円

SATO IBERIA  

S.A.U. (1,598 千ユーロ) 252 百万円

SATO AMERICA, 

INC. 

  
(2,100 千米ドル) 210 百万円

SATO  

INTERNATIONAL  

EUROPE N.V. 

(374 千ユーロ) 59 百万円

  
SATO  

NEW ZEALAND  

LTD.  

  
(485  

千ニュージ

ーランドド

ル) 

38 百万円

SATO AUSTRALIA  

PTY LTD. 
(336 

千オースト

ラリアドル) 
30 百万円

SATO ASIA 

PACIFIC PTE. 

LTD. 

(275 

  
千シンガポ

ールドル) 

19 百万円

SATO MALAYSIA 

ELECTRONICS 

MANUFACTURING 

SDN.BHD. 

(250 

 

千マレーシ
アリンギッ
ト) 

7 百万円

合計     2,030 百万円

（被保証者） （金額） 

SATO SHANGHAI 

CO.,LTD. 
(4,000 千米ドル) 392 百万円

SATO IBERIA  

S.A.U. 
(693 千ユーロ) 90 百万円

SATO UK LTD. (346 千ポンド) 48 百万円

SATO  

INTERNATIONAL  

EUROPE N.V. 

(362 千ユーロ) 47 百万円

SATO ASIA 

PACIFIC PTE. 

LTD. 

(524 
千シンガポ

ールドル) 
33 百万円

SATO AUSTRALIA  

PTY LTD. (336 
千オースト

ラリアドル) 
22 百万円

SATO LABELLING  

SOLUTIONS  

EUROPE GmbH 

(53 千ユーロ) 6 百万円

SATO MALAYSIA 

ELECTRONICS 

MANUFACTURING 

SDN.BHD. 

(250 

 

千マレーシ
アリンギッ
ト) 

6 百万円

合計     648 百万円

（2）関係会社の退職給付債務に対する保証 （2）関係会社の退職給付債務に対する保証 

（被保証者） （金額） 

SATO UK LTD. (7,700 千ポンド) 1,540 百万円

合計     1,540 百万円

（被保証者） （金額） 

SATO UK LTD. (7,700 千ポンド) 1,081 百万円

合計     1,081 百万円

※２ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。 

※２ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。 

  百万円

(1)売掛金  1,049

(2)短期貸付金   761

(3)預り金  1,692

       

  百万円

(1)売掛金  674

(2)短期貸付金   2,864

(3)預り金  2,488

       



   

（損益計算書関係）

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) 

※１ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。

  百万円

販売費及び一般管理費  152

製造費用  37

営業外費用  33

その他  22

合計  246

  百万円

販売費及び一般管理費  164

製造費用  16

未収入金  37

その他  1

合計  219

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額 ※２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額 

  1,734百万円 

      

  1,925百万円 

      

※３ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。 

※３ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。 

  百万円

受取利息  69

受取配当金  44

  百万円

受取利息  60

受取配当金  40

 ※４ 前期損益修正益は、子会社であるサトーシステムサ

ポート株式会社からのロイヤルティ収入の過年度修正

であります。 

 ※４        ―――――― 

 ※５ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。  ※５ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

建物  28

土地  8

合計  37

  百万円

建物  8

機械及び装置  6

合計  14

 ※６ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。  ※６ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

土地  75

機械及び装置  6

合計  82

  百万円

土地  2

機械及び装置  3

合計  6

 ※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

建物  3

工具器具及び備品  5

機械及び装置  5

ソフトウェア   27

合計  41

 ※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

建物  3

工具器具及び備品  3

機械及び装置  19

その他   0

合計  26



前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）  普通株式の自己株式の株式数の増加501千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加500千株、単元

未満株式の買取りによる増加1千株であります。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）  普通株式の自己株式の株式数の増加501千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加500千株、単元

未満株式の買取りによる増加1千株であります。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式 （注）  886  501  －  1,387

合計  886  501  －  1,387

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式 （注）  1,387  501  －  1,889

合計  1,387  501  －  1,889



前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び 当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年

３月31日）における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。 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

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) 

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 

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 

(1)流動の部 

 繰延税金資産 

(1)流動の部 

 繰延税金資産 

未払事業税等 63百万円 

試験研究費 74百万円 

その他 51百万円 

繰延税金資産合計 190百万円 

未払事業税等 17百万円 

試験研究費 15百万円 

その他 43百万円 

繰延税金資産合計 75百万円 

(2)固定の部 

 繰延税金資産 

(2)固定の部 

 繰延税金資産 

退職給付引当金 286百万円 

役員退職長期未払金 99百万円 

減価償却超過額 40百万円 

その他 71百万円 

繰延税金資産小計 498百万円 

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金 △3百万円 

繰延税金資産純額 494百万円 

退職給付引当金 333百万円 

役員退職長期未払金 99百万円 

関係会社株式評価損 4,400百万円 

減価償却超過額 55百万円 

その他 75百万円 

繰延税金資産小計 4,964百万円 

評価性引当額 △49百万円 

繰延税金資産合計 4,915百万円 

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金 △5百万円 

繰延税金資産純額 4,909百万円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため、注記を省略しております。 

 ２．        同左 



 （注）１. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

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) 

１株当たり純資産額 1,407.54円 

１株当たり当期純利益金額 77.42円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 1,201.82円 

１株当たり当期純損失金額 △177.16円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては潜在株式は存在するものの１株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。 

  
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) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益又は当期純損失（百万円）  2,394  △5,389

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）  2,394  △5,389

期中平均株式数（千株）  30,929  30,421

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 新株予約権方式によるストックオ

プション（新株予約権の数3,476個）

 新株予約権方式によるストックオ

プション（新株予約権の数3,280個）

  
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) 

純資産の部の合計額（百万円）  43,148  36,282

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
 58  93

 （うち新株予約権）  (58)  (93)

普通株式に係る期末の純資産額 

（百万円） 
 43,089  36,189

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株） 
 30,613  30,111



（重要な後発事象）

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） 

―――――― （子会社の解散） 

当社は、平成21年４月３日開催の取締役会において、

当社の子会社であるSATO INTERNATIONAL PTE.LTD.を解

散することを決議いたしました。 

（1）解散の理由 

当該子会社は、当社事業の柱であります

DCS&Labelingを世界展開していくことを目的に平

成13年２月に設立され、積極的に海外展開を行う

とともに海外販売統括会社としてグローバル化の

中心的な役割を担ってまいりました。しかしなが

ら、収益体質の確立に向けた懸命の努力にも拘わ

らず、海外事業において多額の赤字が累積される

結果となりました。これは、従来の国内と海外を

切り分けた運営体制の限界を示していると認識

し、国内・海外を問わず、グループのオペレーシ

ョン体制を見直して早期に現場組織の活性化と収

益体質の確立を図るべく、同社を解散することと

いたしました。 

（2）当該子会社の名称、事業内容、持分比率等 

名称：SATO INTERNATIONAL PTE.LTD. 

事業内容：海外事業の統括 

持分比率：100% 

（3）解散の時期 

平成21年10月より清算手続を開始し、平成22年３

月末までに清算予定であります。 

（4）当該子会社の状況、負債総額 

（平成21年３月31日現在） 

資本金：259百万S$（17,635百万円） 

負債総額：209百万S$（13,514百万円） 

（5）当該解散による会社の損失見込額 

当該解散による損失見込額は当事業年度までの

損益に反映されており、今後における当社の業績

への影響は軽微であると見込んでおります。 

（6）当該解散が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

売上が当社グループ内の取引であるため、軽微

であります。  



役員の異動 

平成21年６月19日付にて予定されている役員の異動は以下のとおりです。 

ａ．代表者の異動 

  該当事項はありません。 

ｂ．その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

  取締役専務執行役員兼サトーインターナショナルマネージングディレクター  松山 一雄 

  （現 専務執行役員兼サトーインターナショナルマネージングディレクター） 

 ・退任予定取締役 

  取締役専務執行役員ＣＳＲ担当                      横井 信宏 

６．その他
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