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1.  21年5月期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年5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5月期 12,399 1.6 1,462 13.8 1,407 11.2 659 △1.9

20年5月期 12,207 3.8 1,284 8.4 1,266 △5.4 672 △11.4

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5月期 52.80 ― 5.5 10.0 11.8
20年5月期 52.28 ― 5.6 9.0 10.5

（参考） 持分法投資損益 21年5月期  ―百万円 20年5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5月期 14,025 11,758 83.8 949.45
20年5月期 14,202 12,047 84.8 936.05

（参考） 自己資本   21年5月期  11,758百万円 20年5月期  12,047百万円

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5月期 1,787 △499 △903 3,272
20年5月期 1,104 △1,282 △287 2,886

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5月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00 308 45.9 2.6
21年5月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00 297 45.5 2.5

22年5月期 
（予想）

― 12.00 ― 12.00 24.00 29.7

3.  22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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

7,920 △0.6 1,790 △1.1 1,770 △3.2 990 11.3 79.94

通期 13,040 5.2 1,820 24.5 1,790 27.2 1,000 51.6 80.75

－ 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  

(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、23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、38ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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5月期 12,936,793株 20年5月期 12,936,793株

② 期末自己株式数 21年5月期  552,499株 20年5月期  66,041株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年5月期の個別業績（平成20年6月1日～平成21年5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5月期 12,394 1.7 1,453 14.3 1,406 11.6 658 △1.7

20年5月期 12,188 3.9 1,271 7.4 1,260 △6.2 669 △12.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年5月期 52.71 ―

20年5月期 52.09 ―

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5月期 14,028 11,766 83.9 950.15
20年5月期 14,197 12,057 84.9 936.81

（参考） 自己資本 21年5月期  11,766百万円 20年5月期  12,057百万円

2.  22年5月期の個別業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３～５ページ「1．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

7,900 △0.8 1,790 △0.9 1,770 △3.2 990 11.3 79.94

通期 13,000 4.9 1,810 24.5 1,780 26.6 1,000 51.8 80.75

－ 2 －



当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な景気後退、金融危機などの影響を受け、株式・為

替市場、原材料等商品市況の大幅な変動や信用収縮、企業の生産減・設備投資の抑制、さらには雇用

情勢の悪化など、極めて厳しい状況が続きました。  

 こうした状況のもと、当社主要事業であるディスクロージャービジネスにおいては、四半期報告制

度と金融庁の電子開示サービスＥＤＩＮＥＴに各種財務報告用コンピュータ言語ＸＢＲＬが本格的に

導入されるという大きな変化がありました。  

 当社では、この新たな開示制度に対応するため、ＸＢＲＬのタクソノミ開発業務を金融庁から受注

するなどＸＢＲＬ化への対応に向けた技術開発に携わってきており、当連結会計年度は、ＸＢＲＬ化

に効率的に対応できるシステムを始めとした各種サービスの提供を行い、新たな開示制度に伴って増

加するお得意様の業務の効率化をサポートしました。  

 この新制度に伴う製品の売上増加は、当連結会計年度の増益の要因となりましたが、ディスクロー

ジャー印刷に関係が深い株式市場は、世界的な金融危機と景気後退の影響を受け、ＩＰＯ（新規上

場）を含む企業のファイナンスも一段と減少するなど、上場申請書類やファイナンス関係書類の受注

が極めて厳しい環境にあることから、当社では、株式市場の影響を受けない有価証券報告書等の継続

開示書類の受注拡大に積極的に取組みました。  

 このような当社における取組みの結果、当連結会計年度の連結売上高は12,399百万円（前期比

1.6％増)、連結営業利益は1,462百万円（前期比13.8％増）、連結経常利益は1,407百万円（前期比

11.2％増)、連結当期純利益は659百万円（前期比1.9％減）を計上いたしました。  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績
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 売上高を製品区分別にご説明いたしますと、次のとおりであります。 

(イ) 金融商品取引法関連製品  

 金融商品取引法改正の影響により、四半期報告書、ＸＢＲＬ関連売上等が増加しました。一方

で、上場会社数の減少や非上場会社の有価証券報告書の提出免除などの影響により、有価証券報告

書、半期報告書の売上が減少となりました。また、国内外ファイナンス関連の売上も減少いたしま

した。この結果、売上高は前年同期間比486百万円 (9.7％）増加し、5,491百万円となりました。 

(ロ) 会社法関連製品  

 招集通知の売上が上場会社数の減少と競争激化による顧客単価引き下げの影響により減少したこ

とに加え、株券印刷も減少したことから、売上高は前期比131百万円（4.5％）減少し、2,810百万

円となりました。 

(ハ) ＩＲ関連製品  

 銀行等のディスクロージャー誌の売上は増加しましたが、事業報告書・中間事業報告書の売上は

上場会社数の減少や競争激化等の影響で減少した結果、売上高は前期比50百万円（1.5％）減少

し、3,277百万円となりました。 

(ニ) その他製品  

 株券電子化に伴う電子公告調査サービスが増加しましたが、販売用資料等の減少により売上高は

前期比112百万円（12.1％）減少の819百万円となりました。 
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今後の見通しにつきましては、世界的な金融危機の影響や景気の下振れ懸念から、株式市場の先行

きも不透明であり、ＩＰＯやＭ＆Ａは引き続き厳しいものと予想されますが、資本増強を図る企業の

増加が予想され、ファイナンスは持ち直してくるものと想定されます。  

 このような状況のもと、当社は、ＸＢＲＬ関連ツールの改良を始め、効率的で使いやすい法定開示

書類作成支援システムの提供と、株式市場の影響を受けない継続開示書類の受注とに積極的に取り組

み、また、ＩＲ関連においては、企業と投資家を結ぶツールとして、ＩＲサイト運営ツールや株主通

信を積極的に提案するほか、個人投資家を対象とした会社説明会など各種イベントの運営を行うな

ど、企業のＩＲ活動を支援してまいります。  

 費用面につきましては、法定開示書類のＸＢＲＬ適用範囲の拡大や国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）

への対応を万全にするために、インフラやシステム開発費が増加することが予想されますが、全社を

上げて、業務の効率化を進め、さらなる経費削減を推進してまいります。  

 以上から、次期（平成22年5月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高13,040百万円（当連

結会計年度比5.2％増）、連結営業利益1,820百万円（同24.5％増）、連結経常利益1,790百万円（同

27.2％増）、連結当期純利益1,000百万円（同51.6％）を見込んでおります。  

第71期（平成19年6月1日から平成20年5月31日まで）からスタートした３年間の中期経営計画「ビ

ジョン2010」は、 終期である第73期（平成21年6月1日から平成22年5月31日まで）の目標を売上高

15,000百万円・営業利益2,000百万円を掲げ、取組んできましたが、第２期目である第72期（平成20

年6月1日から平成21年5月31日）において、リーマンショックに端を発した世界同時不況が発生し、

当初「ビジョン2010」の策定時に想定した事業環境とは大きく変わる状況となり、 終期の売上目標

15,000百万円達成が困難な状況に立ち至りました。  

 このため、当社は「ビジョン2010」を第72期で終了させ、第73期を始期とする第５代目の中期経営

計画「ビジョン2012」をスタートすることとし、新しい事業環境のもとで、前中期経営計画での未達

売上目標である15,000百万円を再度掲げ、今後３年間でこれを達成することといたしました。  

 引き続き厳しい状況が予想されますが、四半期報告書の受注やＸＢＲＬ対応サービスに注力し、ま

た、株式市場の影響を受けない継続開示書類の売上を拡大させ、目標の達成に邁進いたします。  

当社は、収益性を重視する観点から「営業利益」を目標数値としております。当期は、世界的な景

気後退と金融危機の影響を受けて、平成20年12月16日に発表のとおり、当期の営業利益の予想値を

1,980百万円から1,700百万円に修正しました。しかしながら、株式市場の低迷等の影響により、売上

高も予想値を達成できず、結果、修正後の予想値1,700百万円に対し237百万円減の1,462百万円とな

りました。 

  

② 次期の見通し

③中期経営計画等の進捗状況

④目標とする経営指標の達成状況
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イ 資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.8％増加し、6,021百万円となりました。これは、現金

及び預金が384百万円増加し、受取手形及び売掛金が114百万円減少したことなどによります。（な

お、現金及び預金の詳しい内容につきましては、18ページの連結キャッシュ・フロー計算書ならび

に27ページの注記事項をご参照ください。） 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて5.3％減少し、8,003百万円となりました。これは、投資

有価証券が509百万円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1.2％減少し、14,025百万円となりました。 

ロ 負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.2％増加し、2,181百万円となりました。これは、未払

法人税等が99百万円増加し、短期借入金を100百万円返済したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.3％増加し、84百万円となりました。これは、役員退

職慰労引当金が11百万円増加したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.2％増加し、2,266百万円となりました。 

ハ 純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.4％減少し、11,758百万円となりました。これは、

自己株式を501百万円取得したことなどによります。 

 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

385百万円(13.4％)増加し、3,272百万円となりました。  

 当連結会計年度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あります。  

イ 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1,787百万円(前連結会計年度比61.9％増)となりました。  

 収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,162百万円、減価償却費505百万円であり、支出の

主な内訳は、法人税等の支払額445百万円であります。  

ロ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 投資活動の結果使用した資金は499百万円(前連結会計年度比61.1％減)となりました。  

 収入の主な内訳は、投資事業組合からの分配による収入69百万円であり、支出の主な内訳は、有

形・無形固定資産の取得による支出445百万円によるものであります。 

ハ 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903百万円(前連結会計年度比213.9％増)となりました。  

 これは、主に自己株式の取得による支出501百万円、配当金の支払額301百万円、短期借入金の返

済による支出100百万円であります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１) 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。 

(注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

(注３) キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。 

(注４) 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

しています。 

  

(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

平成17年５月期 平成18年５月期 平成19年５月期 平成20年５月期 平成21年５月期

自己資本比率（％） 83.4 82.6 84.0 84.8 83.8

時価ベースの自己資本比率
（％）

83.1 121.5 102.5 76.9 74.1

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

0.1 0.1 0.1 0.1 ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

1,642.7 265.2 182.4 418.1 1,164.3
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当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行うことを基本

としつつ、企業体質の強化および今後の事業展開を勘案した上で業績に対応した配当を行うこととして

おります。このため安定配当を行う観点から、当期の配当金は平成20年7月3日付で発表した予想どお

り、中間配当12円に期末配当12円を加えた年間24円といたしました（連結配当性向45.5％）。  

 次期の配当は中間、期末ともに12円の年間24円を予定しています（予想配当性向29.7％）。なお、当

社では安定配当に加え、業績に対応した配当を目的に、「業績連動型配当制度」を導入しており、通期

の営業利益、当期純利益が前期実績を上回った場合、余剰キャッシュフローの範囲で業績連動配当を加

算することとしております。  

 内部留保資金につきましては、今後の設備投資等の資金需要に備えることといたします。  

 また、当社は、株主への利益還元と資本効率の向上として、平成20年8月1日から平成20年10月17日ま

での期間に485千株の自己株式取得を実施しました。  

  

当社の経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因は以下に記載するとお

りですが、当社では、これらリスクの存在を認識した上で、当該リスクの発生に伴う影響を極力回避す

るための努力を継続してまいります。  

①情報の管理  

 当社が取扱うお得意様のデータの中には、インサイダー取引規制に該当するものも含む開示前機密

データや個人情報があり、万一情報漏洩や情報流出が生じた場合は、当社の信用および業績に影響を

与える可能性があります。このため、当社においては、プライバシーマーク認証の取得や情報セキュ

リティに対応するためのＩＳＭＳ認証を範囲を限定して取得するなど、システムと運用の両面で整

備、強化するとともに、インサイダー取引管理規程をはじめとする諸規程を制定し、機密保持に努め

ております。  

 お得意様に対するサービス内容は、近年、有価証券報告書などの電子開示制度ＥＤＩＮＥＴをはじ

めとしたディスクロージャーのＩＴ化の流れを踏まえ、ＩＴ技術を有効に活用したものとなってきて

おります。そのため、当社は情報漏洩の事故防止の観点からお得意様の情報セキュリティの確保を

重要課題と位置づけ、より強固な管理体制の構築に努めております。  

②ディスクロージャー関連法令等の改正による影響  

 ディスクロージャー関連の書類の多くは、金融商品取引法および会社法に基づいて作成されており

ますが、近年は投資家保護の観点等から、より適切な開示内容が求められ、法律や関連する諸制度の

改正が頻繁に行われております。  

 これらの改正により、当社が受注しているディスクロージャー関連の書類は、記載内容の変更等に

伴いページ数や必要部数の増減が生じるなど、当社の売上に影響を与えることがあります。また、法

定開示書類のＸＢＲＬ化など、ディスクロージャーの開示手段および方法も度々変更されておりま

す。当社は、このような改正の動向を一早く把握し、対応策を素早く講ずることができるよう、日頃

よりディスクロージャー制度に関するあらゆる情報を収集し、対応するため、社内組織として総合デ

ィスクロージャー研究所を設置するとともに従来からのセクションとの連携により対応しておりま

す。  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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③株式市場からの影響  

 当社が専門領域としているディスクロージャー関連書類の作成につきましては、有価証券報告書や

株主総会の招集通知などの継続開示書類と、株式の新規上場時の申請書類やファイナンスに関する書

類などの不定期開示書類とがあります。このうち不定期開示書類関連の受注につきましては、株式市

場の影響を受け、当社の売上ならびに利益に大きな影響を与えることがあります。  

 当社は、この影響を軽減するため、継続開示書類を積極的に受注すべく営業活動を展開しお得意様

のニーズに的確に応えるサービスの提供に努めることにより、業績の安定を目指しております。  

  
 

  

④売上高の季節的変動  

 当社の売上高は、お得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、第１四半

期（６月～８月）の売上高が他の四半期に比べて高くなる傾向があります。 
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 当社の企業集団は、当社と子会社４社で構成され、金融商品取引法関連、会社法関連等の印刷物の製作

販売およびその他の事業を営んでおります。その主要製品は、ディスクロージャー関連書類の制作印刷物

であり、それらに付帯する各種書類作成支援ツールの企画制作販売、コンサルティングおよびその他のサ

ービス等の提供を行っております。  

 子会社のうち連結対象となる株式会社フィナンシャルメディアは、個人投資家向けＩＲマガジン「ジャ

パニーズインベスター」の発行・配布、各種ＩＲイベント（説明会、ＩＲフェアなど）の運営とコンサル

ティング、企業のＩＲ活動支援サービス、ＷｅｂＪＩの運営・管理などを行っております。  

 ディスクロージャー・イノベーション株式会社は、ディスクロージャー関連ソフトウェアの開発を主業

務とし、株式会社タスクは、主に株式公開のコンサルティング、申請書類の作成支援などを行っておりま

す。  

 また、一般社団法人日本ＩＰＯ実務検定協会は、株式上場準備を担う人材を育成することを目的に、Ｉ

ＰＯ実務検定試験の運営、合格者に対する研修、各種講演会等の企画・開催・運営などを行っておりま

す。 

 企業集団について事業系統図は次のとおりであります。  

  
 

2. 企業集団の状況
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当社は、ディスクロージャー関連書類印刷の専門会社として57年の歴史を歩み、現在では、お得意様

のディスクロージャーとＩＲに関するあらゆるご要望をサポートする「ディスクロージャー情報サービ

ス」会社となっております。創業以来「顧客第一」の実践を図るべく、常に知識と技術の研鑚に努め、

「正確・迅速・機密保持」をモットーに幅広いディスクロージャー関連のサービスを提供し、お得意様

のニーズに的確にお応えしてまいりました。当社は、この専門性を生かしながら、高品質のディスクロ

ージャー情報サービスの提供を企業理念とし、情報化時代の新たなディスクロージャーのあり方に係わ

る問題解決に取り組みながら、「お得意様に感動していただける 善のサービスの提供」を社訓とし

て、お得意様との信頼関係の深耕に努め、ディスクロージャー事業の深化と拡大により業績の向上を図

るとともに、コンプライアンス、社会環境や安全性に十分配慮し、企業価値の向上に努めることを経営

の基本方針としております。 

当社は、「効率化経営を展開し、高収益体質の維持・強化を図る」ことを経営方針の一つに掲げてお

り、収益性を重視する観点から「営業利益」を目標数値とし、常に収益の改善に努め、コストの削減意

識をもって企業経営に取り組んでまいります。 

当社主要事業であるディスクロージャービジネス環境は、電子開示制度ＥＤＩＮＥＴなどの電子ディ

スクロージャー時代の到来、金融関連商品に対するディスクロージャーの定着、会社法の制定に伴う会

社・株式制度の改革および株主総会のＩＴ化の促進、企業のＩＲ活動の拡充、コーポレート・ガバナン

スの充実、ＣＳＲ情報の開示、四半期報告制度の導入など、ここ数年、大きく変化いたしました。ま

た、今後は、ＸＢＲＬ適用範囲の拡大や国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）適用など、更に変化が予想され

ます。  

 このような、環境の中、当社は、制度開示の充実と強化ならびに迅速化を図るため、効率的で使いや

すい法定開示書類作成支援システムの提供など、 善のサービスを提供し、下記の基本理念・基本方針

に則り、事業の拡大と深化に努めてまいります。  

① 基本理念  

 当社はディスクロージャーのリーディングカンパニーとして「e-Disclosure Solutions」を基本コ

ンセプトに掲げ、企業としての社会的責任を果たすとともに持続的な企業発展に努めてまいります。 

② 基本方針 

イ．当社は、ディスクロージャー関連サービスを専門領域としてビジネスの発展を遂げてまいりまし

た。今後もこの分野に特化していく基本姿勢を堅持し、法定開示書類のＸＢＲＬ適用範囲の拡大や

国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）へ積極的に対応し、領域の深化に努め、新しいディスクロージャー

分野の開拓を通じ領域の拡大を図ります。 

ロ．当社は、効率化経営を展開し、高収益体質の維持・強化を図り、企業価値の増大に努めるととも

に高品質な製品の制作を提供してまいります。 

ハ．当社は、環境保全への配慮、個人情報・インサイダー情報の保護、コンプライアンスの徹底、雇

用を通じた社会貢献に努め、ＣＳＲを自覚してまいります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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営業力の強化とＣＳＲ重視の経営を重点課題としています。 

① お得意様のニーズを的確に捉え、法律および関連する諸制度の改正に関するコンサルティングサー

ビスや効率的で使いやすい法定開示書類作成支援システムの提供など、ディスクロージャーとＩＲを

トータルサポートするサービスの強化を図り、営業体制を強化する。 

② 四半期報告制度、内部統制報告制度および法定開示書類のＸＢＲＬ適用範囲の拡大や国際財務報告

基準（ＩＦＲＳ）への対応を万全にするため、お得意様への情報提供、従業員教育の徹底、並びにシ

ステムの開発やインフラの整備等をさらに進め、ディスクロージャー事業の深化と拡大に向けての取

組みを強化する。  

③ お得意様にとっての「ディスクロージャー＆ＩＲサービスのオンリーワン企業」を目指すととも

に、当社においても、業務の効率化を進めコスト削減を図り、株主等各ステーク・ホルダーに対する

当社の信頼の確立と業績の向上を図る。  

④ お得意様の信用を得る機密情報管理体制の強化と、コンプライアンスの遵守の徹底による一層の情

報セキュリティの強化。 

(4) 会社の対処すべき課題

宝印刷㈱（7921）　平成21年５月期決算短信

－ 11 －



4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※2 2,558,212 ※2 2,942,812 

受取手形及び売掛金 ※3 1,930,078 ※3 1,815,250 

有価証券 332,930 334,120 

たな卸資産 832,876 － 

仕掛品 － 803,201 

原材料及び貯蔵品 － 40,380 

繰延税金資産 44,464 67,698 

その他 53,851 27,010 

貸倒引当金 △3,844 △8,555 

流動資産合計 5,748,569 6,021,918 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 3,010,145 3,037,866 

減価償却累計額 △1,874,820 △1,948,629 

建物及び構築物（純額） 1,135,324 1,089,237 

機械装置及び運搬具 2,056,572 2,060,493 

減価償却累計額 △1,525,065 △1,612,046 

機械装置及び運搬具（純額） 531,507 448,447 

土地 3,170,483 3,186,649 

その他 364,717 351,005 

減価償却累計額 △280,578 △285,761 

その他（純額） 84,138 65,244 

有形固定資産合計 4,921,454 4,789,578 

無形固定資産 

ソフトウエア 786,515 865,465 

その他 41,586 46,223 

無形固定資産合計 828,102 911,689 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 2,303,540 ※1 1,794,321 

繰延税金資産 36,381 154,986 

前払年金費用 182,194 160,342 

その他 193,216 207,677 

貸倒引当金 △11,355 △15,492 

投資その他の資産合計 2,703,977 2,301,836 

固定資産合計 8,453,534 8,003,104 

資産合計 14,202,104 14,025,022 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 ※2 644,220 ※2 666,454 

短期借入金 100,000 － 

未払法人税等 218,110 317,970 

未払費用 908,372 901,454 

役員賞与引当金 22,110 25,660 

その他 181,063 270,344 

流動負債合計 2,073,876 2,181,884 

固定負債 

退職給付引当金 9,093 1,991 

役員退職慰労引当金 71,430 82,869 

その他 75 － 

固定負債合計 80,599 84,861 

負債合計 2,154,475 2,266,746 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,049,318 2,049,318 

資本剰余金 1,998,964 1,998,941 

利益剰余金 7,992,074 8,348,764 

自己株式 △56,676 △558,043 

株主資本合計 11,983,680 11,838,981 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 63,947 △80,705 

評価・換算差額等合計 63,947 △80,705 

純資産合計 12,047,628 11,758,276 

負債純資産合計 14,202,104 14,025,022 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

売上高 12,207,636 12,399,258 

売上原価 6,926,409 6,678,044 

売上総利益 5,281,227 5,721,213 

販売費及び一般管理費 

販売促進費 219,880 236,884 

運賃及び荷造費 247,290 220,475 

役員報酬 116,652 119,670 

給料及び手当 2,042,596 2,229,564 

役員賞与引当金繰入額 22,110 25,660 

退職給付引当金繰入額 52,405 79,798 

役員退職慰労引当金繰入額 11,145 17,191 

福利厚生費 399,669 432,514 

修繕維持費 53,207 67,589 

租税公課 48,107 48,488 

減価償却費 84,240 92,246 

賃借料 140,283 126,609 

その他 558,721 562,348 

販売費及び一般管理費合計 3,996,311 4,259,042 

営業利益 1,284,915 1,462,171 

営業外収益 

受取利息 8,361 6,859 

受取配当金 13,367 18,395 

受取受講料 37,857 － 

不動産賃貸料 － 7,407 

受取手数料 － 6,250 

その他 29,401 18,261 

営業外収益合計 88,986 57,174 

営業外費用 

支払利息 2,640 1,535 

株式交付費 394 － 

投資事業組合運用損 101,530 103,696 

その他 3,167 6,461 

営業外費用合計 107,733 111,693 

経常利益 1,266,169 1,407,651 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

特別利益 

投資有価証券売却益 23,412 7,600 

保険解約返戻金 1,137 － 

特別利益合計 24,550 7,600 

特別損失 

固定資産売却損 ※1 100 ※1 55 

固定資産除却損 ※2 57,374 ※2 8,302 

投資有価証券売却損 － 1,086 

投資有価証券評価損 36,713 212,925 

貸倒引当金繰入額 8,275 18,462 

施設利用権評価損 － 11,721 

特別損失合計 102,463 252,552 

税金等調整前当期純利益 1,188,256 1,162,699 

法人税、住民税及び事業税 489,294 545,545 

法人税等調整額 26,545 △42,600 

法人税等合計 515,839 502,945 

当期純利益 672,416 659,753 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,038,976 2,049,318 

当期変動額 

新株の発行 10,342 － 

当期変動額合計 10,342 － 

当期末残高 2,049,318 2,049,318 

資本剰余金 

前期末残高 1,988,604 1,998,964 

当期変動額 

新株の発行 10,342 － 

自己株式の処分 17 △22 

当期変動額合計 10,359 △22 

当期末残高 1,998,964 1,998,941 

利益剰余金 

前期末残高 7,628,095 7,992,074 

当期変動額 

剰余金の配当 △308,437 △303,063 

当期純利益 672,416 659,753 

当期変動額合計 363,979 356,690 

当期末残高 7,992,074 8,348,764 

自己株式 

前期末残高 △55,780 △56,676 

当期変動額 

自己株式の取得 △998 △501,549 

自己株式の処分 102 182 

当期変動額合計 △895 △501,366 

当期末残高 △56,676 △558,043 

株主資本合計 

前期末残高 11,599,895 11,983,680 

当期変動額 

新株の発行 20,684 － 

剰余金の配当 △308,437 △303,063 

当期純利益 672,416 659,753 

自己株式の取得 △998 △501,549 

自己株式の処分 119 160 

当期変動額合計 383,785 △144,699 

当期末残高 11,983,680 11,838,981 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５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 201,926 63,947 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△137,978 △144,653 

当期変動額合計 △137,978 △144,653 

当期末残高 63,947 △80,705 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 201,926 63,947 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△137,978 △144,653 

当期変動額合計 △137,978 △144,653 

当期末残高 63,947 △80,705 

純資産合計 

前期末残高 11,801,821 12,047,628 

当期変動額 

新株の発行 20,684 － 

剰余金の配当 △308,437 △303,063 

当期純利益 672,416 659,753 

自己株式の取得 △998 △501,549 

自己株式の処分 119 160 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △137,978 △144,653 

当期変動額合計 245,806 △289,352 

当期末残高 12,047,628 11,758,276 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５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 1,188,256 1,162,699 

減価償却費 436,153 505,843 

引当金の増減額（△は減少） △19,062 16,736 

受取利息及び受取配当金 △21,728 △25,254 

支払利息 2,640 1,535 

固定資産除却損 57,374 8,302 

投資有価証券評価損益（△は益） － 212,925 

売上債権の増減額（△は増加） △213,250 110,691 

たな卸資産の増減額（△は増加） △41 △10,704 

仕入債務の増減額（△は減少） 36,984 22,233 

投資事業組合運用損益（△は益） 101,530 103,696 

その他 14,346 101,196 

小計 1,583,202 2,209,900 

利息及び配当金の受取額 21,726 25,157 

利息の支払額 △2,640 △1,535 

法人税等の支払額 △498,218 △445,591 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,104,068 1,787,930 

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 △205,283 △105,872 

無形固定資産の取得による支出 △502,581 △339,900 

投資有価証券の取得による支出 △551,712 △127,295 

投資有価証券の売却による収入 45,840 10,665 

投資事業組合への出資による支出 △150,611 － 

投資事業組合からの分配による収入 92,345 69,872 

その他 △10,027 △6,547 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,282,031 △499,079 

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） － △100,000 

株式の発行による収入 20,684 － 

配当金の支払額 △307,080 △301,672 

自己株式の取得による支出 △998 △501,549 

その他 △274 160 

財務活動によるキャッシュ・フロー △287,668 △903,061 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △465,631 385,789 

現金及び現金同等物の期首残高 3,352,274 2,886,643 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,886,643 ※ 3,272,432 
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 １社 

 連結子会社の名称 

 株式会社フィナンシャルメディア

(2)非連結子会社の名称

ディスクロージャー・イノベーシ

ョン株式会社 

株式会社タスク
（連結の範囲から除いた理由）
 非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、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)等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。

(1)連結子会社の数 １社 

 連結子会社の名称 

 株式会社フィナンシャルメディア

(2)非連結子会社の名称

ディスクロージャー・イノベーシ

ョン株式会社

  株式会社タスク

  一般社団法人 日本ＩＰＯ実務検

定協会

 一般社団法人 日本ＩＰＯ実務

検定協会については新たに出資し

たことから、当連結会計年度より

子会社となりました。
（連結の範囲から除いた理由）
 非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、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)等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。      

２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用した非連結子会社

及び関連会社数

   持分法適用の非連結子会社及び

関連会社はありません。

(1) 持分法を適用した非連結子会社

及び関連会社数

   持分法適用の非連結子会社及び

関連会社はありません。

  

(2)持分法を適用しない非連結子会社 
ディスクロージャー・イノベー
ション株式会社 
株式会社タスク 
 (持分法を適用しない理由) 
 持分法非適用会社は、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)持分法を適用しない非連結子会社 
ディスクロージャー・イノベー
ション株式会社 
株式会社タスク 
一般社団法人 日本ＩＰＯ実務
検定協会 
 (持分法を適用しない理由) 
 持分法非適用会社は、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。

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項

 連結子会社の事業年度の末日と連結

決算日は一致しております。

同左

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   

   決算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)

① 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの

   同左

  時価のないもの    

移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合

への出資（金融商品取引法第２

条第２項により有価証券とみな

されるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な 近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によっておりま

す。

  時価のないもの 

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

② たな卸資産 
  
  
 
  
 
 イ 原材料 
   移動平均法による原価法 
 ロ 仕掛品 
   個別法による原価法 
 ハ 貯蔵品 
   終仕入原価法

② たな卸資産 
  通常の販売目的で保有するたな卸資
産 
 評価基準は原価法（収益性の低下に
よる簿価切下げの方法）によっており
ます。 
 イ 原材料 
   移動平均法 
 ロ 仕掛品 
   個別法 
 ハ 貯蔵品 
   終仕入原価法
（会計方針の変更）
  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

公表分）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 (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

  法人税法に規定する方法と同一の

基準による定率法

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備は除く）

については、法人税法に規定する方

法と同一の基準による定額法によっ

ております。

 主な耐用年数
建物及び構築物   15～50年
機械装置及び運搬具   10年

（追加情報）

  法人税法の改正に伴い、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、減価償却に含

めて計上しております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。

① 有形固定資産

  法人税法に規定する方法と同一の

基準による定率法

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備は除く）

については、法人税法に規定する方

法と同一の基準による定額法によっ

ております。

 

主な耐用年数
建物及び構築物   15～50年
機械装置及び運搬具   10年

（追加情報）

 有形固定資産の耐用年数の変更

  法人税法の改正（所得税法等の一

部を改正する法律 平成20年４月30

日 法律第23号）に伴い、法定耐用

年数及び資産区分が見直されまし

た。これにより、機械装置及び運搬

具の一部の資産については耐用年数

を短縮して減価償却費を算定する方

法に変更しております。 

 なお、これに伴う損益への影響は

軽微であります。

② 無形固定資産 

 イ ソフトウエア(自社利用分) 

社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法 

 ロ その他 

法人税法に規定する方法と同一の基

準による定額法

② 無形固定資産

同左

 (3) 重要な繰延資産の処理

方法

 株式交付費

  支出時に全額費用として処理して

おります。

 株式交付費

―――――
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

 (4) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

  売上債権その他これに準ずる債権

の貸倒れによる損失に備えるため計

上しております。

 イ 一般債権

 貸倒実績率法によっておりま

す。

 ロ 貸倒懸念債権等

 財務内容評価法によっておりま

す。

① 貸倒引当金

同左

② 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき当連

結会計年度に見合う分を計上しており

ます。

② 役員賞与引当金

同左

③ 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。 

 なお、提出会社については当連結会

計年度末において、年金資産見込額が

退職給付債務見込額を超過しているた

め、超過額を前払年金費用に計上して

おります。 

 また、数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法によりそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理して

おります。

③ 退職給付引当金

同左

④ 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に備えて内規

に基づく期末要支給額を計上しており

ます。なお、連結子会社においては、

役員退職慰労金の内規を定めていない

ため計上しておりません。

④ 役員退職慰労引当金

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、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。

―――――

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜き方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

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方

法は、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６ 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、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、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

しか負わない短期的な投資からなって

おります。

同左
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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】

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

           ――――――――

 

（リース取引に関する会計基準等） 

 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

処理によっております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

（受取受講料の計上区分の変更） 

 従来、受取受講料についての収益及び費用は、そ

れぞれ「営業外収益」及び「販売費及び一般管理

費」に計上しておりましたが、当連結会計年度より

「売上高」及び「売上原価」に計上区分を変更して

おります。 

 これは、受取受講料が主たる営業活動に含まれる

業務の成果としての性格を有しており、その重要性

が増したため「売上高」及び「売上原価」として計

上することがより適切であると判断したためであり

ます。 

 この結果、当連結会計年度の売上総利益が15,878

千円、営業利益が34,241千円それぞれ増加しており

ますが、経常利益、税金等調整前当期純利益、当期

純利益に影響はありません。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

           ――――――――

 

（連結貸借対照表） 

 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、前連結会計年度において、「たな卸資産」

として掲記されたものは、当連結会計年度から「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「たな卸資産」に含ま

れる「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

790,488千円、42,388千円であります。 

  

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりました「不動産賃貸料」（前

連結会計年度は5,417千円）及び「受取手数料」（前

連結会計年度は5,544千円）は、当連結会計年度にお

いて営業外収益の100分の10を超えたため、区分掲記

しました。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「投資有価証券評価損益（△は益）」（前連結会

計年度は36,713千円）は、重要性が増加したことか

ら、区分掲記しました。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年５月31日)

当連結会計年度 
(平成21年５月31日)

 

※１ 非連結子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) 131,000千円

※１ 非連結子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) 131,000千円

 その他（関係会社出資金） 5,000千円

 

※２ 担保に供している資産及び担保付債務

  (1) 担保に供している資産

 現金及び預金 4,500千円

  (2) 上記に対応する債務

 買掛金 13,867千円

 

※２ 担保に供している資産及び担保付債務

  (1) 担保に供している資産

 現金及び預金 4,500千円

  (2) 上記に対応する債務

 買掛金 6,562千円

※３ 連結会計年度末日満期手形

 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。

 受取手形 8,577千円

※３ 連結会計年度末日満期手形

 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。

 受取手形 1,915千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

※１ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 100千円

※１ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 55千円

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 1,267千円

機械装置及び運搬具 17,683千円

ソフトウエア 35,816千円

その他(工具、器具及び備品) 2,606千円

計 57,374千円
 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 6,210千円

ソフトウエア 341千円

その他(工具、器具及び備品) 1,749千円

計 8,302千円
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前連結会計年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５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．普通株式の発行済株式総数の増加39,325株は、新株予約権の権利行使による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加950株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

普通株式の自己株式の減少120株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

２．配当に関する事項 

 
  

 
  

(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（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

 普通株式(注)１ 12,897,468 39,325 － 12,936,793

合計 12,897,468 39,325 － 12,936,793

自己株式

 普通株式(注)２ 65,211 950 120 66,041

合計 65,211 950 120 66,041

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年８月23日 
定時株主総会

普通株式 153,987 12.00 平成19年５月31日 平成19年８月24日

平成20年１月10日 
取締役会

普通株式 154,450 12.00 平成19年11月30日 平成20年２月15日

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

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年８月21日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 154,449 12.00 平成20年５月31日 平成20年８月22日
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当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５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） 普通株式の自己株式の株式数の増加486,640株は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づく自己株式の増加485,000株及び単元未満株式の買取りによる増加1,640株であります。

普通株式の自己株式の減少182株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

２．配当に関する事項 

 
  

 
  

 
  

前連結会計年度末 
株式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

 普通株式(注) 12,936,793 ― ― 12,936,793

合計 12,936,793 ― ― 12,936,793

自己株式

 普通株式(注) 66,041 486,640 182 552,499

合計 66,041 486,640 182 552,499

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年８月21日 
定時株主総会

普通株式 154,449 12.00 平成20年５月31日 平成20年８月22日

平成20年12月25日 
取締役会

普通株式 148,614 12.00 平成20年11月30日 平成21年２月５日

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

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年８月21日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 148,611 12.00 平成21年５月31日 平成21年８月24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６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

  (平成20年５月31日現在)

現金及び預金勘定 2,558,212千円

預入期間が３ヵ月以上の定期預金 △4,500千円

有価証券勘定のうち 
マネー・マネジメント・ファンド

332,930千円

現金及び現金同等物 2,886,643千円

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

  (平成21年５月31日現在)

現金及び預金勘定 2,942,812千円

預入期間が３ヵ月以上の定期預金 △4,500千円

有価証券勘定のうち
マネー・マネジメント・ファンド

334,120千円

現金及び現金同等物 3,272,432千円
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前連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年

６月１日 至 平成21年５月31日) 

当社及び連結子会社の事業は、ディスクロージャー関連事業並びにこれらの付帯業務の単一事業で

あります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年

６月１日 至 平成21年５月31日) 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年

６月１日 至 平成21年５月31日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

建物及び 
構築物

機械装置 
及び運搬具

その他  
(工具、器具 
及び備品)

合計

取得価額 
相当額

4,370千円 25,032千円 9,048千円 38,451千円

減価償却 
累計額 
相当額

3,075千円 13,433千円 5,079千円 21,588千円

期末残高 
相当額

1,294千円 11,598千円 3,969千円 16,863千円

 

１ リース取引開始日が「リース取引に関する会計基

準」等の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

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

建物及び
構築物

機械装置 
及び運搬具

その他  
(工具、器具 
及び備品)

合計

取得価額
相当額

4,370千円 25,032千円 4,705千円 34,108千円

減価償却
累計額 
相当額

3,560千円 17,714千円 2,039千円 23,314千円

期末残高
相当額

809千円 7,318千円 2,666千円 10,793千円

 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 6,296千円

１年超 11,281千円

合計 17,578千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5,003千円

１年超 6,277千円

合計 11,281千円

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 12,287千円

減価償却費相当額 10,365千円

支払利息相当額 821千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 6,689千円

減価償却費相当額 6,069千円

支払利息相当額 392千円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

  利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

  利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年以内 2,744千円

１年超 5,852千円

合計 8,596千円
 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年以内 1,596千円

１年超 4,256千円

合計 5,852千円

宝印刷㈱（7921）　平成21年５月期決算短信

－ 29 －



前連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日) 

該当事項はありません。 

（追加情報） 

当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 企業会計基準第13号）を適用しております。 

  

  

(関連当事者情報)
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(平成20年５月31日)

当連結会計年度
(平成21年５月31日)

繰延税金資産

 役員退職慰労引当金 29,064千円 33,719千円

 連結子会社繰越欠損金 14,658千円 7,144千円

 未払事業税 19,864千円 27,018千円

 投資有価証券評価損     98,541千円 100,796千円

 その他の投資評価損 7,091千円 ―千円

 施設利用権評価損 ―千円 11,861千円

 その他有価証券評価差額金 ―千円 55,368千円

 その他 65,614千円 61,383千円

 繰延税金資産小計 234,835千円 297,291千円

 評価性引当額 △19,835千円 △9,362千円

繰延税金資産合計 214,999千円 287,929千円

繰延税金負債

 前払年金費用 △74,134千円 △65,243千円

 未払労働保険料 △14,779千円 ―千円

 特別償却準備金 △60千円 ―千円

 その他有価証券評価差額金 △45,178千円 ―千円

繰延税金負債合計 △134,153千円 △65,243千円

繰延税金資産の純額 80,845千円 222,685千円

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差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 
(平成20年５月31日)

当連結会計年度 
(平成21年５月31日)

法定実効税率 40.69％

（調整）

 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.20％

 受取配当金等永久に益金に算入されない 
 項目

△0.27％

 住民税均等割 1.09％

 その他 0.70％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.41％

法定実効税率 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.03％

受取配当金等永久に益金に算入されない 
 項目

△0.34％

住民税均等割 1.12％

その他 0.76％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.26％
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（注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において、その他有価証券

で時価のあるものについて36,713千円減損処理を行っております。 
 なお、減損処理にあたりましては、連結会計年度末における時価が、取得原価に比べ50％以上下落した場合
には全て減損処理を行い、30％以上50％未満に下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮し
て必要と認められた額について減損処理を行っております。 

  

  

 
  

  その他有価証券 
  

 
(注) 上記③の中には、投資事業有限責任組合が計上しているその他有価証券の評価差額20,792千円が含まれており

ます。 
  
４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

  

 
  

(有価証券関係)

 前連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円)
連結貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

 ① 株式 318,187 446,779 128,591

 ② その他 26,262 33,526 7,263

小計 344,450 480,305 135,855

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 533,608 489,608 △ 43,999

 ② その他 29,078 24,249 △ 4,829

小計 562,686 513,858 △ 48,828

合計 907,136 994,163 87,027

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

45,840 23,412 ―

３ 時価評価されていない有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

 ① 非上場株式 167,972

 ② マネー・マネジメント・ファンド 332,930

 ③ 投資事業有限責任組合への出資 1,005,403

 ④ 社債 5,000

合計 1,511,307

区分 １年以内(千円)
１年超５年以内

(千円)
５年超10年以内 

(千円)
10年超(千円)

① 債券

   社債 ― ― 5,000 ―

② その他 ― 23,234 ― ―

合計 ― 23,234 5,000 ―
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（注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において、その他有価証券

で時価のあるものについて193,906千円減損処理を行っております。 
 なお、減損処理にあたりましては、連結会計年度末における時価が、取得原価に比べ50％以上下落した場合
には全て減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。 

  

  

 
  

  その他有価証券 
  

 
(注) 上記③の中には、投資事業有限責任組合が計上しているその他有価証券の評価差額△15,862千円が含まれてお

ります。 
  
４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

  

 当連結会計年度(自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円)
連結貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

 ① 株式 76,961 123,458 46,496 

 ② その他 ― ― ―

小計 76,961 123,458 46,496

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 713,403 560,285 △ 153,118

 ② その他 50,010 36,420 △ 13,590

小計 763,414 596,706 △ 166,708

合計 840,375 720,164 △ 120,211

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

10,665 7,600 1,086

３ 時価評価されていない有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

 ① 非上場株式 144,954

 ② マネー・マネジメント・ファンド 334,120

 ③ 投資事業有限責任組合への出資 793,202

 ④ 社債 5,000

合計 1,277,277

区分 １年以内(千円)
１年超５年以内

(千円)
５年超10年以内 

(千円)
10年超(千円)

① 債券

   社債 ― ― 5,000 ―

② その他 ― 9,294 4,561 ―

合計 ― 9,294 9,561 ―
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前連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年

６月１日 至 平成21年５月31日) 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、適格退職年金制度及び厚生年金基金制度

(東京印刷工業厚生年金基金 総合設立型)を採用し

ており、連結子会社は退職一時金制度を採用してお

ります。 

 また、要拠出額を退職給付費用として処理してい

る複数事業主制度に関する事項は次のとおりであり

ます。 

  

 

  

 

(1)制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月

31日）

 年金資産の額 149,918,422千円

 年金財政計算上の給付債務の額 170,158,677千円

 差引額 △20,240,255千円

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、適格退職年金制度及び厚生年金基金制度

(東京印刷工業厚生年金基金 総合設立型)を採用し

ており、連結子会社は退職一時金制度を採用してお

ります。 

 なお、当社は平成21年４月１日より確定給付企業

年金法に基づく規約型確定給付企業年金制度に移行

しております。これに伴う損益への影響は軽微であ

ります。 

 また、要拠出額を退職給付費用として処理してい

る複数事業主制度に関する事項は次のとおりであり

ます。

(1)制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31

日）

 年金資産の額 129,294,426千円

 年金財政計算上の給付債務の額 172,805,883千円

 差引額 △43,511,457千円

(2)制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

(2)制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（自

平成19年４月１日 至平成20年３月31日）

2.93％ 3.24％

(3)補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上

の過去勤務債務残高27,777,852千円であります。本

制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年元

利均等償却です。

(3)補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上

の過去勤務債務残高26,376,662千円であります。本

制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年元

利均等償却です。

 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △1,641,108千円

② 年金資産 1,695,402千円

③ 未認識数理計算上の差異 118,807千円

 合計(①＋②＋③) 173,100千円

④ 前払年金費用 182,194千円

⑤ 退職給付引当金 △9,093千円

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡

便法を採用しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △1,838,119千円

② 年金資産 1,548,312千円

③ 未認識数理計算上の差異 448,158千円

 合計(①＋②＋③) 158,350千円

④ 前払年金費用 160,342千円

⑤ 退職給付引当金 △1,991千円

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡

便法を採用しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 126,996千円

② 利息費用 29,667千円

③ 期待運用収益 △35,074千円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 △12,553千円

⑤ 総合設立型厚生年金基金掛金 146,438千円

⑥ 退職給付費用 255,475千円
 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 146,086千円

② 利息費用 32,640千円

③ 期待運用収益 △33,908千円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 16,872千円

⑤ 総合設立型厚生年金基金掛金 162,917千円

⑥ 退職給付費用 324,607千円

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.0％

④ 数理計算上の差異の処理年数 ５年

（追加情報） 
当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基
準」の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号
平成19年５月15日）を適用しております。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.0％

④ 数理計算上の差異の処理年数 ５年
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  前連結会計年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

１ 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 

 
  

 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ①ストック・オプションの数            （単位：株） 

 
  

  ②単価情報                    （単位：円） 

 
  

  

  当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

   該当事項はありません。 

(ストック・オプション等関係)

会社名 提出会社

決議年月日 平成14年８月28日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 9 名

当社従業員 155 名

当社子会社取締役 2 名

当社子会社従業員 2 名

株式の種類及び付与数 普通株式      356,950株

付与日 平成14年10月１日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成16年10月１日～平成19年９月30日

会社名 提出会社

決議年月日 平成14年８月28日

権利確定前

 期首 ―

 付与 ―

 失効 ―

 権利確定 ―

 未確定残 ―

権利確定後

 期首 58,080

 権利確定 ―

 権利行使 39,325

 失効 18,755

 未行使残 ―

会社名 提出会社

決議年月日 平成14年８月28日

権利行使価格 526

行使時平均株価 1,125

付与日における公正な評価単価 ―
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該当事項はありません。 

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

 
  
  ２．１株当たり当期純利益金額 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

１株当たり純資産額 936円05銭 949円45銭

１株当たり当期純利益金額 52円28銭 52円80銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
― ―

 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

式が存在し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

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。

項目
前連結会計年度

(平成20年５月31日)

当連結会計年度

(平成21年５月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計

額(千円)
12,047,628 11,758,276

普通株式に係る純資産額(千円) 12,047,628 11,758,276

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(株) 12,936,793 12,936,793

普通株式の自己株式数(株) 66,041 552,499

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数(株)
12,870,752 12,384,294

項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

連結損益計算書上の当期純利益
(千円)

672,416 659,753

普通株式に係る当期純利益(千円) 672,416 659,753

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 12,861,686 12,494,925
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

(自己株式の取得)

 当社は、平成20年７月３日開催の取締役会において、

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事

項を決議いたしました。

 

１．自己株式の取得を行う理由

 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行

できるようにするため、自己株式の取得を行うもので

あります。

２．取得の内容

(1)取得する株式の種類 普通株式

(2)取得する株式の総数 500,000株(上限)

(3)株式取得価額の総額 500,000千円(上限)

(4)自己株式取得の期間 平成20年８月１日から

平成21年１月30日まで

―――――――
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※1 2,542,766 ※1 2,935,294 

受取手形 ※2 70,886 ※2 47,308 

売掛金 1,851,817 1,766,198 

有価証券 332,930 334,120 

原材料 12,442 11,503 

仕掛品 790,478 803,186 

貯蔵品 29,300 27,690 

繰延税金資産 44,464 67,678 

その他 53,765 26,877 

貸倒引当金 △3,845 △8,342 

流動資産合計 5,725,007 6,011,515 

固定資産 

有形固定資産 

建物 2,972,192 2,998,702 

減価償却累計額 △1,841,978 △1,914,906 

建物（純額） 1,130,213 1,083,795 

構築物 37,952 39,164 

減価償却累計額 △32,841 △33,723 

構築物（純額） 5,111 5,441 

機械及び装置 2,050,282 2,057,913 

減価償却累計額 △1,519,027 △1,609,543 

機械及び装置（純額） 531,255 448,369 

車両運搬具 6,290 2,580 

減価償却累計額 △6,038 △2,502 

車両運搬具（純額） 251 77 

工具、器具及び備品 365,208 351,497 

減価償却累計額 △280,727 △286,219 

工具、器具及び備品（純額） 84,481 65,277 

土地 3,170,483 3,186,649 

有形固定資産合計 4,921,797 4,789,611 

無形固定資産 

ソフトウエア 786,088 865,256 

電話加入権 11,511 11,511 

その他 29,566 34,202 

無形固定資産合計 827,165 910,969 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,172,540 1,663,321 

関係会社株式 295,000 295,000 

関係会社出資金 － 5,000 

長期貸付金 2,559 3,921 

関係会社長期貸付金 20,000 15,000 

破産更生債権等 8,074 12,411 

長期前払費用 13,172 30,411 

前払年金費用 182,194 160,342 

繰延税金資産 36,381 154,986 

施設利用会員権 25,361 12,506 

生命保険積立金 41,573 40,393 

差入保証金 98,720 98,819 

その他 － 1,133 

貸倒引当金 △8,074 △12,411 

投資損失引当金 △164,000 △164,000 

投資その他の資産合計 2,723,502 2,316,836 

固定資産合計 8,472,465 8,017,418 

資産合計 14,197,472 14,028,934 

負債の部 

流動負債 

買掛金 ※1 642,883 ※1 666,460 

短期借入金 100,000 － 

未払金 35,039 42,650 

未払費用 906,255 900,156 

未払法人税等 217,500 317,400 

未払消費税等 63,121 104,036 

預り金 58,742 70,052 

役員賞与引当金 22,110 25,660 

その他 22,861 52,711 

流動負債合計 2,068,514 2,179,127 

固定負債 

役員退職慰労引当金 71,430 82,869 

その他 75 － 

固定負債合計 71,505 82,869 

負債合計 2,140,019 2,261,997 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,049,318 2,049,318 

資本剰余金 

資本準備金 1,998,315 1,998,315 

その他資本剰余金 648 625 

資本剰余金合計 1,998,964 1,998,941 

利益剰余金 

利益準備金 174,905 174,905 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 88 － 

別途積立金 6,850,000 7,250,000 

繰越利益剰余金 976,904 932,519 

その他利益剰余金合計 7,826,993 8,182,519 

利益剰余金合計 8,001,899 8,357,425 

自己株式 △56,676 △558,043 

株主資本合計 11,993,505 11,847,641 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 63,947 △80,705 

評価・換算差額等合計 63,947 △80,705 

純資産合計 12,057,453 11,766,936 

負債純資産合計 14,197,472 14,028,934 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

売上高 12,188,037 12,394,941 

売上原価 

当期製品製造原価 6,899,274 6,672,731 

売上総利益 5,288,763 5,722,209 

販売費及び一般管理費 

販売促進費 227,452 244,663 

運賃及び荷造費 247,814 221,047 

役員報酬 116,652 119,670 

給料及び手当 2,031,897 2,210,391 

役員賞与引当金繰入額 22,110 25,660 

退職給付引当金繰入額 52,405 79,798 

役員退職慰労引当金繰入額 11,145 17,191 

福利厚生費 399,669 432,514 

修繕維持費 53,159 67,566 

租税公課 47,431 47,856 

減価償却費 85,124 92,338 

賃借料 139,215 125,991 

その他 583,094 583,929 

販売費及び一般管理費合計 4,017,172 4,268,621 

営業利益 1,271,590 1,453,588 

営業外収益 

受取利息 7,195 5,721 

有価証券利息 1,787 1,634 

受取配当金 13,367 18,395 

受取受講料 37,857 － 

不動産賃貸料 ※1 9,669 ※1 11,659 

受取手数料 ※1 － ※1 8,650 

その他 26,383 18,261 

営業外収益合計 96,261 64,323 

営業外費用 

支払利息 2,640 1,535 

株式交付費 394 － 

投資事業組合運用損 101,530 103,696 

その他 3,167 6,461 

営業外費用合計 107,733 111,693 

経常利益 1,260,118 1,406,218 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

特別利益 

投資有価証券売却益 23,412 7,600 

保険解約返戻金 1,137 － 

特別利益合計 24,550 7,600 

特別損失 

固定資産売却損 ※2 100 ※2 55 

固定資産除却損 ※3 57,374 ※3 8,302 

投資有価証券売却損 － 1,086 

投資有価証券評価損 36,713 212,925 

貸倒引当金繰入額 4,994 18,462 

施設利用権評価損 － 11,721 

特別損失合計 99,182 252,552 

税引前当期純利益 1,185,485 1,161,265 

法人税、住民税及び事業税 489,004 545,255 

法人税等調整額 26,545 △42,579 

法人税等合計 515,549 502,676 

当期純利益 669,936 658,589 
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(注) ※１ 主な内訳は、次のとおりであります。 

 
  

※２ 他勘定振替高の内容は、販売費及び一般管理費に振り替えたものであり、次のとおりであります。 

 
  

（原価計算の方法） 

前事業年度及び当事業年度の当社の原価計算は、実際個別原価計算によっております。 

製造原価明細書

前事業年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 955,099 13.6 990,294 14.5

Ⅱ 労務費 2,578,327 36.6 2,463,899 36.1

Ⅲ 外注加工費 2,416,607 34.4 2,215,834 32.4

Ⅳ 経費 ※１ 1,086,307 15.4 1,165,064 17.0

  当期総製造費用 7,036,342 100.0 6,835,092 100.0

  期首仕掛品たな卸高 791,566 790,478

合計 7,827,908 7,625,571

  期末仕掛品たな卸高 790,478 803,186

  他勘定振替高 ※２ 138,156 149,653

  当期製品製造原価 6,899,274 6,672,731

科目

前事業年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

金額(千円) 金額(千円)

減価償却費 341,630 400,813

賃借料 114,421 130,721

水道光熱費 50,150 53,609

修繕維持費 214,251 267,310

運賃及び荷造費 98,707 94,808

科目

前事業年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

金額(千円) 金額(千円)

販売促進費 112,067 125,657

事務費 15,057 13,752

広告宣伝費 7,061 6,308

その他 3,970 3,934

計 138,156 149,653
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,038,976 2,049,318 

当期変動額 

新株の発行 10,342 － 

当期変動額合計 10,342 － 

当期末残高 2,049,318 2,049,318 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,987,972 1,998,315 

当期変動額 

新株の発行 10,342 － 

当期変動額合計 10,342 － 

当期末残高 1,998,315 1,998,315 

その他資本剰余金 

前期末残高 631 648 

当期変動額 

自己株式の処分 17 △22 

当期変動額合計 17 △22 

当期末残高 648 625 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,988,603 1,998,964 

当期変動額 

新株の発行 10,342 － 

自己株式の処分 17 △22 

当期変動額合計 10,359 △22 

当期末残高 1,998,964 1,998,941 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 174,905 174,905 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 174,905 174,905 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 247 88 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △158 △88 

当期変動額合計 △158 △88 

当期末残高 88 － 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

別途積立金 

前期末残高 6,400,000 6,850,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 450,000 400,000 

当期変動額合計 450,000 400,000 

当期末残高 6,850,000 7,250,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 1,065,247 976,904 

当期変動額 

剰余金の配当 △308,437 △303,063 

当期純利益 669,936 658,589 

特別償却準備金の取崩 158 88 

別途積立金の積立 △450,000 △400,000 

当期変動額合計 △88,342 △44,385 

当期末残高 976,904 932,519 

利益剰余金合計 

前期末残高 7,640,400 8,001,899 

当期変動額 

剰余金の配当 △308,437 △303,063 

当期純利益 669,936 658,589 

当期変動額合計 361,498 355,526 

当期末残高 8,001,899 8,357,425 

自己株式 

前期末残高 △55,780 △56,676 

当期変動額 

自己株式の取得 △998 △501,549 

自己株式の処分 102 182 

当期変動額合計 △895 △501,366 

当期末残高 △56,676 △558,043 

株主資本合計 

前期末残高 11,612,200 11,993,505 

当期変動額 

新株の発行 20,684 － 

剰余金の配当 △308,437 △303,063 

当期純利益 669,936 658,589 

自己株式の取得 △998 △501,549 

自己株式の処分 119 160 

当期変動額合計 381,304 △145,863 

当期末残高 11,993,505 11,847,641 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５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 201,926 63,947 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△137,978 △144,653 

当期変動額合計 △137,978 △144,653 

当期末残高 63,947 △80,705 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 201,926 63,947 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△137,978 △144,653 

当期変動額合計 △137,978 △144,653 

当期末残高 63,947 △80,705 

純資産合計 

前期末残高 11,814,126 12,057,453 

当期変動額 

新株の発行 20,684 － 

剰余金の配当 △308,437 △303,063 

当期純利益 669,936 658,589 

自己株式の取得 △998 △501,549 

自己株式の処分 119 160 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △137,978 △144,653 

当期変動額合計 243,326 △290,516 

当期末残高 12,057,453 11,766,936 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式 

  移動平均法による原価法

(1) 子会社株式

同左

(2) その他有価証券 

  時価のあるもの

決算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)

(2) その他有価証券

  時価のあるもの

同左

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合への

出資（金融商品取引法第２条第２

項により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規定

される決算報告日に応じて入手可

能な 近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む方法に

よっております。

時価のないもの 

 同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 

  

 

  

(1) 原材料 

  移動平均法による原価法 

(2) 仕掛品 

  個別法による原価法 

(3) 貯蔵品 

  終仕入原価法

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっており

ます。 

(1) 原材料 

  移動平均法 

(2) 仕掛品 

  個別法 

(3) 貯蔵品 

  終仕入原価法

（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。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。
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項目
前事業年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  法人税法に規定する方法と同一の

基準による定率法

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては、法人税法に規定する方法

と同一の基準による定額法によって

おります。

主な耐用年数

 建物        15～50年

  機械及び装置       10年 

  

(追加情報)

    法人税法の改正に伴い、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。 

 なお、当該変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。

(1) 有形固定資産

  法人税法に規定する方法と同一の

基準による定率法

 ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては、法人税法に規定する方法

と同一の基準による定額法によって

おります。

主な耐用年数

建物        15～50年

機械及び装置       10年
 

(追加情報)

 有形固定資産の耐用年数の変更

  法人税法の改正（所得税法等の一

部を改正する法律 平成20年４月30

日 法律第23号）に伴い、法定耐用

年数及び資産区分が見直されまし

た。これにより、機械及び装置の一

部の資産については耐用年数を短縮

して減価償却費を算定する方法に変

更しております。 

 なお、これに伴う損益への影響は

軽微であります。

  

(2) 無形固定資産

 ① ソフトウエア（自社利用分）

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

 ② その他

法人税法に規定する方法と同一

の基準による定額法

(2) 無形固定資産

 同左

４ 繰延資産の処理方法  株式交付費
  支出時に全額費用として処理して
おります。

 株式交付費

―――――
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項目
前事業年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  売上債権その他これに準ずる債権
の貸倒れによる損失に備えるため計
上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

 

  

 

 ① 一般債権
 貸倒実績率法によっておりま
す。

 

 ② 貸倒懸念債権等
 財務内容評価法によっておりま
す。

(2) 投資損失引当金

  子会社株式の実質価値の低下によ

る損失に備えて、純資産価額等を勘

案して必要と認められる額を計上し

ております。

(2) 投資損失引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

  役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき

当事業年度に見合う分を計上してお

ります。

(3) 役員賞与引当金

同左

(4) 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
及び年金資産の見込額に基づき、当
事業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。 
 なお、当事業年度末においては、
年金資産見込額が退職給付債務見込
額を超過しているため、超過額を前
払年金費用に計上しております。 
 また、数理計算上の差異について
は、各事業年度の発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数
(５年)による定額法によりそれぞれ
発生の翌事業年度から費用処理して
おります。

(4) 退職給付引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

  役員退職慰労金の支給に備えて内
規に基づく期末要支給額を計上して
おります。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

６ 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。

―――――

７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜き方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

         ――――――――

 

 

 

（リース取引に関する会計基準等） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、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によって

おります。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

（受取受講料の計上区分の変更） 

 従来、受取受講料についての収益及び費用は、それぞ

れ「営業外収益」及び「販売費及び一般管理費」に計上

しておりましたが、当事業年度より「売上高」及び「売

上原価」に計上区分を変更しております。 

 これは、受取受講料が主たる営業活動に含まれる業務

の成果としての性格を有しており、その重要性が増した

ため「売上高」及び「売上原価」として計上することが

より適切であると判断したためであります。 

 この結果、当事業年度の売上総利益が15,878千円、営

業利益が34,241千円それぞれ増加しておりますが、経常

利益、税引前当期純利益、当期純利益に影響はありませ

ん。

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

         ――――――――

 
（損益計算書） 

 前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「受取手数料」（前事業年度は

7,944千円）は、当事業年度において営業外収益の100分

の10を超えたため、区分掲記しました。
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年５月31日)

当事業年度 
(平成21年５月31日)

 

※１ (担保資産)

   (1) 担保に供している資産

現金及び預金 4,500千円

   (2) 上記に対応する債務

買掛金 13,867千円

 

※１ (担保資産)

   (1) 担保に供している資産

現金及び預金 4,500千円

   (2) 上記に対応する債務

買掛金 6,562千円

※２ 期末日満期手形

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換
日をもって決済処理をしております。なお、当期末
日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期
手形が期末残高に含まれております。

受取手形 8,577千円

※２ 期末日満期手形

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換
日をもって決済処理をしております。なお、当期末
日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期
手形が期末残高に含まれております。

受取手形 1,915千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

※１      ――――――― ※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

不動産賃貸料 10,184千円

受取手数料 6,792千円

※２ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

車両及び運搬具 100千円

※２ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

機械及び装置 55千円

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物 1,075千円

構築物 191千円

機械及び装置 17,683千円

工具、器具及び備品 2,606千円

ソフトウエア 35,816千円

計 57,374千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

機械及び装置 6,210千円

工具、器具及び備品 1,749千円

ソフトウエア 341千円

計 8,302千円
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前事業年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

 自己株式に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加950株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

 普通株式の自己株式の株式数の減少120株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

  

当事業年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

 自己株式に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加486,640株は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づく自己株式の増加485,000株及び単元未満株式の買取りによる増加1,640株であります。

普通株式の自己株式の株式数の減少182株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末 
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

自己株式

 普通株式（注） 65,211 950 120 66,041

合計 65,211 950 120 66,041

前事業年度末 
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

自己株式

 普通株式（注） 66,041 486,640 182 552,499

合計 66,041 486,640 182 552,499
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

建物
機械 

及び装置
工具、器具 
及び備品

合計

取得価額 
相当額

4,370千円 25,032千円 4,705千円 34,108千円

減価償却 
累計額相当額

3,075千円 13,433千円 1,097千円 17,606千円

期末残高 
相当額

1,294千円 11,598千円 3,607千円 16,501千円

 

１ リース取引開始日が「リース取引に関する会計基

準」等の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

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

建物
機械 

及び装置
工具、器具 
及び備品

合計

取得価額
相当額

4,370千円 25,032千円 4,705千円 34,108千円

減価償却
累計額相当額

3,560千円 17,714千円 2,039千円 23,314千円

期末残高
相当額

809千円 7,318千円 2,666千円 10,793千円

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5,822千円

１年超 11,281千円

合計 17,103千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5,003千円

１年超 6,277千円

合計 11,281千円

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 11,636千円

減価償却費相当額 9,882千円

支払利息相当額 765千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 6,201千円

減価償却費相当額 5,707千円

支払利息相当額 379千円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

  利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

  利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年以内 2,744千円

１年超 5,852千円

合計 8,596千円
 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年以内 1,596千円

１年超 4,256千円

合計 5,852千円
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前事業年度(平成20年５月31日現在)及び当事業年度(平成21年５月31日現在)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)
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(平成20年５月31日)

当事業年度 
(平成21年５月31日)

繰延税金資産

 役員退職慰労引当金 29,064千円 33,719千円

 未払事業税 19,734千円 27,018千円

 投資有価証券評価損   98,541千円 100,796千円

 その他の投資評価損 7,091千円 ―千円

 施設利用権評価損 ―千円 11,861千円

 その他有価証券評価差額金 ―千円 55,368千円

 その他 60,567千円 59,145千円

繰延税金資産合計 214,999千円 287,908千円

繰延税金負債

 前払年金費用 △74,134千円 △65,243千円

 未払労働保険料 △14,779千円 ―千円

 特別償却準備金 △60千円 ―千円

 その他有価証券評価差額金 △45,178千円 ―千円

繰延税金負債合計 △134,153千円 △65,243千円

繰延税金資産の純額 80,845千円 222,665千円

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差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 
(平成20年５月31日)

当事業年度 
(平成21年５月31日)

 

法定実効税率 40.69％

（調整）

 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.21％

 受取配当金等永久に益金に算入されない 
  項目

△0.27％

 住民税均等割 1.10％

 その他 0.76％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.49％
 

法定実効税率 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.03％

受取配当金等永久に益金に算入されない 
  項目

△0.34％

住民税均等割 1.09％

その他 0.82％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.29％
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 該当事項はありません。 

(企業結合等関係)
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（注）算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

 
  

  ２．１株当たり当期純利益金額 

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

１株当たり純資産額 936円81銭 950円15銭

１株当たり当期純利益金額 52円09銭 52円71銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
― ―

 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

式が存在し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

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。

項目
前事業年度

(平成20年５月31日)

当事業年度

(平成21年５月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額

(千円)
12,057,453 11,766,936

普通株式に係る純資産額(千円) 12,057,453 11,766,936

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(株) 12,936,793 12,936,793

普通株式の自己株式数(株) 66,041 552,499

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数(株)
12,870,752 12,384,294

項目
前事業年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 669,936 658,589

普通株式に係る当期純利益(千円) 669,936 658,589

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 12,861,686 12,494,925
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

(自己株式の取得)

 当社は、平成20年７月３日開催の取締役会において、

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事

項を決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由

 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行

できるようにするため、自己株式の取得を行うもので

あります。

２．取得の内容

(1)取得する株式の種類 普通株式

(2)取得する株式の総数 500,000株(上限)

(3)株式取得価額の総額 500,000千円(上限)

(4)自己株式取得の期間 平成20年８月１日から

平成21年１月30日まで

―――――――
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該当事項はありません。 

  

１．新任取締役候補 

 
  

6. その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動（平成21年８月21日付予定）

取締役 津 田  晃 （元 野村證券株式会社代表取締役専務取締役、 

 現 日立キャピタル株式会社取締役・株式会社酉島製作所監査役）
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当社グループにおいて、開示対象となる事業の種類別セグメントはありませんので製品区分別に記載

しております。 

生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で表示しております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

受注状況を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 総販売実績の10％以上を占める販売顧客に該当するものはありません。 

  

(2) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

製品区分

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

比較増減

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
増減率
(％)

金融商品取引法関連 5,005,395 41.0 5,491,788 44.3 486,393 9.7

会社法関連 2,942,356 24.1 2,810,890 22.7 △ 131,466 △ 4.5

ＩＲ関連 3,328,383 27.3 3,277,569 26.4 △ 50,814 △ 1.5

その他 931,500 7.6 819,009 6.6 △ 112,490 △12.1

合計 12,207,636 100.0 12,399,258 100.0 191,621 1.6

② 受注状況

製品区分

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

比較増減

受注高(千円)
受注残高
(千円)

受注高(千円)
受注残高
(千円)

受注高(千円)
受注残高
(千円)

金融商品取引法関連 5,065,319 862,812 5,359,771 730,795 294,451 △ 132,017

会社法関連 2,928,578 1,039,172 2,785,972 1,014,254 △ 142,605 △ 24,918

ＩＲ関連 3,486,990 1,174,162 3,262,592 1,159,185 △ 224,397 △ 14,976

その他 928,225 105,929 795,617 82,537 △ 132,608 △ 23,392

合計 12,409,113 3,182,076 12,203,953 2,986,771 △ 205,160 △ 195,304

③ 販売実績

製品区分

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

比較増減

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
増減率
(％)

金融商品取引法関連 5,005,395 41.0 5,491,788 44.3 486,393 9.7

会社法関連 2,942,356 24.1 2,810,890 22.7 △ 131,466 △ 4.5

ＩＲ関連 3,328,383 27.3 3,277,569 26.4 △ 50,814 △ 1.5

その他 931,500 7.6 819,009 6.6 △ 112,490 △12.1

合計 12,207,636 100.0 12,399,258 100.0 191,621 1.6
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