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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 21,195 △7.6 1,376 △2.1 1,517 3.0 3,054 301.8
21年3月期第2四半期 22,936 ― 1,405 ― 1,473 ― 760 ―

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2四半期 244.77 ―

21年3月期第2四半期 60.91 ―

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2四半期 47,214 30,807 57.0 2,157.53
21年3月期 44,961 26,507 52.8 1,901.35

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  26,921百万円 21年3月期  23,725百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00

22年3月期 ― 13.00

22年3月期 
（予想）

― 13.00 26.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 43,700 4.8 2,650 65.1 2,850 113.8 3,840 ― 307.74



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  
(注)詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。 

(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） 

(注)詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。 

(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 

平成21年8月7日に発表いたしました通期連結業績予想は、本資料において修正しております。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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 12,506,170株 21年3月期  12,506,170株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  28,143株 21年3月期  28,063株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 12,478,084株 21年3月期第2四半期 12,478,329株



  当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前年に始まった世界的な不景気から立ち直ることが出来ず、

ほとんどの産業で生産の縮小、在庫調整が行われ、企業の設備投資は引き続き低水準で推移し、雇用環境も好転せ

ず、景気が上向く気配がないまま過ぎました。また、為替相場では円高が続いたために輸出販売での採算の悪化が

続き、株式市場でも低水準な状態が続いたため、経済は継続的に低迷しております。 

 また、当社グループが事業展開しておりますアジア地域におきましても、世界的な経済不況の煽りを受け、欧米

向け輸出の減少が著しく、為替相場でも現地通貨が下落したままの状態で原材料の調達価格が高くなるなど、経済

成長率は鈍化しております。 

 このような経済情勢により、当社グループの主要な需要先であります印刷業界におきましても、印刷需要の減少

により経営は非常に厳しい状態が続き、国内外とも印刷インキの需要は低迷しました。更に、競合他社との価格競

争も影響し、大変厳しい経営環境でありました。 

 このような経営環境の中で、当社グループの経営理念でありますＴ＆Ｋ（Technology and Kindness＝技術と真

心）の精神に則り、ユーザーニーズに耳を傾け、ユーザーの真に役立つ製品の開発・供給に注力するとともに、よ

りきめ細かいサービスをおこない、売上高の確保に努めました。 

 この結果、当第２四半期の連結業績につきましては、当社グループの主力製品であります平版インキ及び一般紫

外線硬化型インキ（ＵＶインキ）の販売は需要減少のため低調に推移し、売上高は211億95百万円（前年同期比

7.6％減）と減収となりました。経常利益は仕入原料の調達価格の高騰と競合他社との価格競争はありましたが、経

費削減、生産性の向上及び高付加価値製品の販売額増加により、15億17百万円（前年同期比3.0％増）と増益を確保

いたしました。第２四半期純利益は、株式会社チマニートオカ（インドネシア）において旧工場跡地の土地売却益

が８億23百万円、外貨建て債務の評価替えの為替差益が５億75百万円（前年同四半期は２億３百万円の為替差損）

が発生し、杭華油墨化学有限公司（中国）で工場移転に伴う移転補償金16億86百万円を計上したこと等により、30

億54百万円（前年同期比301.8％増）となりました。 

 事業の部門別の状況は概ね次のとおりであります。 

 なお、事業の部門別の売上高及び営業利益はセグメント間の内部取引消去前の金額によっております。 

① 印刷インキ部門 

 当部門におきましては、競合他社との価格競争や、第２四半期末時点での為替相場の円高により、現地通貨か

ら円転時の換算額が下がりました。 

 この結果、売上高は201億７百万円（前年同期比7.3％減）、営業利益は19億70百万円（前年同期比1.9％減）

となりました。 

② 合成樹脂部門 

 売上高は11億34百万円（前年同期比12.1％減）、営業利益は62百万円（前年同期比30.4％減）となりました。

③ その他の部門 

 売上高は27百万円（前年同期比3.7％減）、営業利益は４百万円（前年同期比472.1％増）となりました。  

  

  

(1）当第２四半期末の資産、負債、資本の状況 

 総資産は、前連結会計年度末に比べて22億53百万円増加し、472億14百万円となりました。これは前連結会計年

度末に比べて現金及び預金が８億27百万円、受取手形及び売掛金が12億５百万円及び有形固定資産が４億36百万円

増加したことが主な要因であります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて20億47百万円減少し、164億６百万円となりました。これは前連結会計年度

末に比べて短期借入金が19億98百万円減少したことが主な要因であります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて43億円増加し、308億７百万円となりました。これは前連結会計年度末に

比べて利益剰余金が28億90百万円、その他有価証券評価差額金が１億93百万円及び少数株主持分が11億４百万円増

加したことが主な要因であります。 

(2）当第２四半期のキャッシュ・フローの概況 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期の営業活動の結果得られた資金は30億29百万円となりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純利益46億62百万円の計上、資金の支出を伴わない有形固定資産及び無形固定資

産の減価償却費８億66百万円の非資金項目による増加要因があった一方、株式会社チマニートオカの外貨建て債務

の評価替えによる非資金項目と杭華油墨化学有限公司の移転補償金を合計したその他の特別利益22億62百万円によ

る減少要因を反映したものであります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期の投資活動の結果使用した資金は１億17百万円となりました。 

 これは主に杭華油墨化学有限公司の移転補償金の受取額５億59百万円及び保険積立金の払戻しによる収入２億51

百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出９億78百万円によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期の財務活動の結果使用した資金は23億30百万円となりました。 

 これは主に短期借入金の純減少額20億91百万円及び配当金の支払額１億62百万円を反映したものであります。 

 

 以上の結果、当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて８億円増加し、44億29

百万円となりました。 

  

  平成21年８月７日にて公表いたしました平成22年３月期の連結業績予想を修正しております。 

 詳細は、本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

  該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

 れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

  下げを行う方法によっております。 

③法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

  状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

  ランニングを利用する方法によっております。 

  重要性が乏しい連結子会社については、税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に、前連結会計年度の

  損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 税金費用の計算 

 当社及び一部の連結子会社の税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当

 期純利益に対する税効果会計 適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率 

 を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「支払補償金」は、前第２四半期連結累計期間に、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、

営業外費用の総額の100分の20を超えたため、区分掲記いたしました。 

なお、前第２四半期連結累計期間における「支払補償金」の金額は０百万円であります。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 5,342 4,514

受取手形及び売掛金 14,867 13,661

有価証券 － 0

商品及び製品 3,176 3,227

仕掛品 349 374

原材料及び貯蔵品 2,210 2,162

その他 1,079 1,131

貸倒引当金 △149 △102

流動資産合計 26,876 24,969

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,504 13,352

機械装置及び運搬具 12,641 12,299

土地 5,681 5,657

その他 4,012 3,986

減価償却累計額 △19,594 △18,485

有形固定資産合計 17,245 16,809

無形固定資産   

のれん 12 15

その他 135 147

無形固定資産合計 147 162

投資その他の資産   

投資有価証券 2,181 1,838

その他 858 1,283

貸倒引当金 △94 △103

投資その他の資産合計 2,945 3,019

固定資産合計 20,338 19,991

資産合計 47,214 44,961
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 9,129 8,034

短期借入金 4,009 6,008

1年内返済予定の長期借入金 77 92

1年内償還予定の社債 10 10

未払法人税等 485 9

賞与引当金 543 571

役員賞与引当金 14 54

その他 853 2,226

流動負債合計 15,122 17,006

固定負債   

社債 15 20

長期借入金 59 65

退職給付引当金 747 686

役員退職慰労引当金 164 427

その他 297 248

固定負債合計 1,283 1,447

負債合計 16,406 18,454

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,060 2,060

資本剰余金 2,059 2,059

利益剰余金 25,040 22,149

自己株式 △48 △48

株主資本合計 29,111 26,220

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 470 276

為替換算調整勘定 △2,659 △2,771

評価・換算差額等合計 △2,189 △2,495

少数株主持分 3,886 2,781

純資産合計 30,807 26,507

負債純資産合計 47,214 44,961
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 22,936 21,195

売上原価 17,946 16,357

売上総利益 4,990 4,837

販売費及び一般管理費 3,584 3,461

営業利益 1,405 1,376

営業外収益   

受取利息 59 45

受取配当金 37 31

持分法による投資利益 4 4

為替差益 － 124

その他 76 52

営業外収益合計 177 258

営業外費用   

支払利息 67 53

為替差損 12 －

支払補償金 － 28

その他 30 35

営業外費用合計 110 117

経常利益 1,473 1,517

特別利益   

固定資産売却益 9 826

為替差益 － 575

移転補償金 － 1,686

受取保険金 － 110

特別利益合計 9 3,200

特別損失   

固定資産売却損 1 14

固定資産除却損 23 18

為替差損 203 －

減損損失 － 21

その他 20 0

特別損失合計 248 55

税金等調整前四半期純利益 1,234 4,662

法人税等 461 542

少数株主利益 12 1,065

四半期純利益 760 3,054
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,234 4,662

減価償却費 843 866

減損損失 － 21

持分法による投資損益（△は益） △4 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29 56

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21 △264

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △34

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △43 △41

貸倒引当金の増減額（△は減少） 89 53

受取利息及び受取配当金 △96 △77

支払利息 67 53

有形固定資産売却損益（△は益） △7 △812

有形固定資産除却損 20 1

その他の特別損益（△は益） 203 △2,262

売上債権の増減額（△は増加） △376 △909

たな卸資産の増減額（△は増加） △551 290

仕入債務の増減額（△は減少） 354 888

その他 △396 219

小計 1,388 2,707

利息及び配当金の受取額 79 72

利息の支払額 △60 △52

法人税等の支払額 △654 △35

法人税等の還付額 － 338

営業活動によるキャッシュ・フロー 753 3,029

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 △808 △827

定期預金の払戻による収入 775 809

有形固定資産の取得による支出 △1,326 △978

有形固定資産の売却による収入 43 102

無形固定資産の取得による支出 △10 △9

投資有価証券の取得による支出 △8 △8

保険積立金の積立による支出 △27 △17

保険積立金の払戻による収入 － 251

移転補償金の受取額 － 559

その他 313 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,049 △117
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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） 527 △2,091

長期借入金の返済による支出 △24 △21

少数株主からの払込みによる収入 67 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △162 △162

少数株主への配当金の支払額 △97 △26

その他 △7 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー 303 △2,330

現金及び現金同等物に係る換算差額 △441 218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △434 800

現金及び現金同等物の期首残高 4,728 3,628

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,294 4,429

- 5- 



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 インキ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 インキ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

      当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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。 

東南アジア……中国、香港、韓国、インドネシア 

３．会計方針の変更 

 前第２四半期連結累計期間 

  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。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「東南アジア」の営業利益は90百万円減少しておりま

す。 

 当第２四半期連結累計期間 

  該当事項はありません。 

４．追加情報 

 前第２四半期連結累計期間 

    第１四半期連結会計期間より機械装置の一部の耐用年数について変更をしております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益は14百万円減少しております。 

 当第２四半期連結累計期間 

  該当事項はありません。  

  

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（百万円） 
東南アジア
（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  14,611  8,325  22,936  －  22,936

  (2)セグメント間の内部売上高又は振替高  1,899  357  2,257  (2,257) －

計  16,511  8,682  25,193  (2,257)  22,936

営業利益  1,737  356  2,094  (688)  1,405

  
日本

（百万円） 
東南アジア
（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  13,900  7,295  21,195  －  21,195

  (2)セグメント間の内部売上高又は振替高  1,390  365  1,756  (1,756) －

計  15,290  7,660  22,951  (1,756)  21,195

営業利益  1,754  242  1,996  (620)  1,376
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 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な内訳は次のとおりであります。 

東南アジア……中国、台湾、韓国、インドネシア 

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。  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

    東南アジア その他の地域 計

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日) 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  8,519  1,140  9,660

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  22,936

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 37.1  5.0  42.1

  
  

  東南アジア その他の地域 計

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日) 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  7,333  872  8,206

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  21,195

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 34.6  4.1  38.7

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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