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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 57,684 △0.7 4,122 2.7 4,512 1.5 2,602 7.7
21年3月期第1四半期 58,114 ― 4,012 ― 4,443 ― 2,416 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 23.44 ―

21年3月期第1四半期 21.77 ―

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

22年3月期第1四半期 180,995 135,431 74.5 1,215.32
21年3月期 185,635 133,623 71.7 1,199.04

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  134,896百万円 21年3月期  133,089百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

12.50 ― 12.50 25.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

117,500 1.1 7,700 0.2 8,400 △0.8 4,600 2.0 41.44

通期 242,000 2.6 16,000 2.0 17,000 0.7 9,600 9.2 86.49
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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およ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および業績予想のご利用に当たっての注意事項等につ
いて、および業績予想の具体的内容は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 115,000,000株 21年3月期  115,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,003,265株 21年3月期  4,003,162株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 110,996,769株 21年3月期第1四半期 110,996,846株
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 当第１四半期（平成21年４月１日～６月30日、以下同様）におけるわが国経済は、世界的な景気の下げ止まりによ

り輸出企業中心に生産の持ち直しはあったものの依然として低い水準であり、さらに所得環境の悪化による個人消費

の低迷なども加わり、予断を許さない状況が続きました。 

 ビジネスフォーム業界におきましても、ＩＴ化に加え景気低迷による需要量の減少や価格競争の激化、用紙価格の

高止まりなどにより、厳しい経営環境が続きました。 

 このような状況のなか、当社グループは、顧客志向の姿勢を徹底し、グループ総合力を活かした企画提案型の販売

活動と新規市場の開拓を推進するとともに、物流改革をはじめとした事業活動全般にわたる効率化・合理化に取り組

みました。 

  以上の結果、前年同四半期（平成20年４月１日～６月30日、以下同様）に比べ売上高は ％減の 億円、営業利

益は ％増の 億円、経常利益は ％増の 億円、四半期純利益は ％増の 億円となりました。 

  

 セグメント別の状況は下記のとおりです。 

  

 ビジネスフォームでは、企業の事業再編による帳票の改訂や周辺印刷物、ＩＣ製品を拡販しましたが、ＩＴ化によ

る帳票の低付加価値化や経費節減による需要量の減少により前年を下回りました。 

 ＤＰＳでは、金融業界の外部委託や政府の経済対策関連需要に対応し周辺業務を積極的に取り込みましたが、景気

後退による販促系通知物が減少し微増に留まりました。 

 サプライ品は、環境に配慮したプリンター消耗品を積極的に拡販しましたが、企業の経費節減と価格競争激化によ

り前年割れとなりました。 

 事務機器関連等につきましては、設備投資抑制の影響をうけ前年を下回りました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、資産合計 億円、負債合計 億円、純資産合計が 億円とな

りました。この結果、自己資本比率は ％となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得によ

る支出や、仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べ 億円減少し、 億円となりました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ 億円増加し 億円

となりました。これは主に収入では税金等調整前四半期純利益 億円、減価償却費 億円、売上債権の減少額

億円、支出においては仕入債務の減少 億円、法人税等の支払額 億円によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果支出した資金は、前年同四半期に比べて９億円減少し 億

円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出 億円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 

 当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果支出した資金は、前年同四半期に比べて３億円増加し 億

円となりました。これは主に配当金の支払額 億円によるものであります。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

0.7 576

2.7 41 1.5 45 7.7 26

印 刷 事 業 売 上 高 億円 457 （対前年同四半期 ％増）  0.2

商 品 事 業 売 上 高 億円 119 （対前年同四半期 ％減）  4.1

 区分 

前年同四半期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

増減 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

金額
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額
（百万円）

構成比
（％） 

金額
（百万円）

伸率 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

印刷事業  45,663  78.6  45,743  79.3  79  0.2  183,519  77.8

（内ＤＰＳ） (19,654) (33.8) (19,932) (34.6) (278) (1.4) (77,559) (32.9)

商品事業  12,451  21.4  11,940  20.7  △510  △4.1  52,375  22.2

計  58,114  100.0  57,684  100.0  △430  △0.7  235,895  100.0

２．連結財政状態に関する定性的情報

1,809 455 1,354

74.5

24 294

19 10

44 20 24

27 39

18

21

17

13
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 第１四半期の業績については予想通りに推移しており、平成21年４月24日に公表いたしました通期の連結業績予想

の修正はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法において、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減

価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。  

  

会計処理基準に関する事項の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１

四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事

については工事完成基準を適用しております。 

 これによる、損益に与える影響額は軽微であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,261 29,697

受取手形及び売掛金 41,491 43,797

有価証券 2,427 2,426

商品及び製品 10,058 10,074

仕掛品 1,394 1,102

原材料及び貯蔵品 2,586 2,379

繰延税金資産 1,203 2,221

その他 4,085 2,970

貸倒引当金 △202 △200

流動資産合計 90,306 94,469

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 48,060 48,999

減価償却累計額 △23,210 △23,774

建物及び構築物（純額） 24,849 25,224

機械装置及び運搬具 71,619 71,521

減価償却累計額 △55,214 △54,467

機械装置及び運搬具（純額） 16,404 17,054

工具、器具及び備品 11,454 11,891

減価償却累計額 △9,536 △9,810

工具、器具及び備品（純額） 1,917 2,081

土地 21,642 21,639

リース資産 328 23

減価償却累計額 △161 △4

リース資産（純額） 166 18

建設仮勘定 872 987

有形固定資産合計 65,852 67,005

無形固定資産   

その他 2,623 2,646

無形固定資産合計 2,623 2,646

投資その他の資産   

投資有価証券 12,813 12,000

繰延税金資産 2,303 2,515

その他 7,218 7,135

貸倒引当金 △122 △137

投資その他の資産合計 22,212 21,513

固定資産合計 90,688 91,166

資産合計 180,995 185,635
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 25,427 28,007

短期借入金 368 455

1年内返済予定の長期借入金 760 825

設備関係支払手形 1,373 1,798

未払法人税等 358 3,415

賞与引当金 2,239 4,087

役員賞与引当金 17 87

その他 10,956 9,106

流動負債合計 41,500 47,785

固定負債   

社債 200 200

長期借入金 805 978

退職給付引当金 2,455 2,354

役員退職慰労引当金 290 395

繰延税金負債 162 157

その他 149 141

固定負債合計 4,063 4,226

負債合計 45,564 52,012

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,750 11,750

資本剰余金 9,270 9,270

利益剰余金 119,004 117,789

自己株式 △4,916 △4,916

株主資本合計 135,108 133,893

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 305 △154

為替換算調整勘定 △517 △649

評価・換算差額等合計 △211 △804

新株予約権 67 81

少数株主持分 467 453

純資産合計 135,431 133,623

負債純資産合計 180,995 185,635
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 58,114 57,684

売上原価 44,461 44,466

売上総利益 13,653 13,217

販売費及び一般管理費 9,641 9,094

営業利益 4,012 4,122

営業外収益   

受取利息 51 23

受取配当金 203 81

負ののれん償却額 18 －

持分法による投資利益 10 20

受取技術料 137 136

その他 79 155

営業外収益合計 500 417

営業外費用   

支払利息 6 14

為替差損 53 －

その他 8 13

営業外費用合計 69 28

経常利益 4,443 4,512

特別利益   

固定資産売却益 0 317

その他 0 13

特別利益合計 0 330

特別損失   

固定資産除却損 33 123

投資有価証券評価損 － 95

たな卸資産評価損 102 －

事業整理損 － 159

その他 17 2

特別損失合計 154 381

税金等調整前四半期純利益 4,289 4,461

法人税、住民税及び事業税 884 927

法人税等調整額 987 916

法人税等合計 1,872 1,843

少数株主利益 0 15

四半期純利益 2,416 2,602

トッパン･フォームズ㈱ (7862) 平成22年３月期 第１四半期決算短信

- 7 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 4,289 4,461

減価償却費 1,855 2,003

固定資産除却損 33 123

固定資産売却損益（△は益） △0 △317

負ののれん償却額 △18 －

投資有価証券売却損益（△は益） 13 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 95

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26 △19

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45 △70

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,717 △1,853

受取利息及び受取配当金 △254 △105

支払利息 6 14

持分法による投資損益（△は益） △10 △20

退職給付引当金の増減額（△は減少） △99 101

売上債権の増減額（△は増加） 1,083 2,461

たな卸資産の増減額（△は増加） △850 △413

仕入債務の増減額（△は減少） △4,459 △2,717

未払消費税等の増減額（△は減少） 386 54

その他 1,752 1,173

小計 1,938 4,972

利息及び配当金の受取額 289 114

利息の支払額 △6 △14

法人税等の支払額 △3,110 △3,989

営業活動によるキャッシュ・フロー △889 1,083

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 △4 △4

有形固定資産の取得による支出 △2,770 △2,175

有形固定資産の売却による収入 2 438

投資有価証券の取得による支出 △269 △44

投資有価証券の売却及び償還による収入 221 6

貸付金の回収による収入 2 1

その他の支出 △4 △160

その他の収入 86 129

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,736 △1,809

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） △34 △94

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13 △17

長期借入金の返済による支出 － △238

配当金の支払額 △1,387 △1,387

少数株主への配当金の支払額 △2 △4

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,437 △1,742

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68 33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,131 △2,435

現金及び現金同等物の期首残高 29,928 31,888

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,797 29,452
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分は製品の種類別区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1）印刷事業…………印刷、加工の製造設備をもって生産される各種製品 

(2）商品事業…………商品販売業、機器販売業、用役サービス他 

３．会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４.（３）に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴う営

業利益への影響は軽微であります。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「定性的情報・財務諸表等」４.（３）に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表

作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を

適用しております。この変更に伴う営業利益への影響はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間 

（工事契約に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４.（３）に記載のとおり、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）および「工事契約に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より

適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部

分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる、各セグメントに与える影響額は軽微であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
印刷事業
（百万円） 

商品事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  45,663  12,451  58,114  ―  58,114

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 112  370  483 (483)  ―

計  45,776  12,822  58,598 (483)  58,114

営業利益  3,920  484  4,404 (391)  4,012

  
印刷事業
（百万円） 

商品事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  45,743  11,940  57,684  ―  57,684

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 119  371  490 (490)  ―

計  45,862  12,312  58,175 (490)  57,684

営業利益  3,842  613  4,456 (333)  4,122
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。   

当社は、平成21年６月26日の定時株主総会の決議により剰余金の配当をおこなっております。  

  

 該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

  
（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 配当の原資

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  1,387  12.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日 利益剰余金 

６．その他の情報

トッパン･フォームズ㈱ (7862) 平成22年３月期 第１四半期決算短信

- 10 -




