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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 56,430 △10.6 1,310 68.0 1,955 55.4 1,057 2.9
21年3月期第2四半期 63,116 ― 779 ― 1,258 ― 1,027 ―

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 17.47 ―
21年3月期第2四半期 16.43 ―

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 85,739 33,979 39.0 552.65
21年3月期 81,036 30,662 37.5 501.67

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  33,447百万円 21年3月期  30,363百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ― 6.00
22年3月期 

（予想）
― 6.00 12.00

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  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

通期 112,000 △7.4 2,600 242.2 3,400 132.0 2,000 140.9 33.04

－ 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) 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、６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、６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 
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。なお、業績予想に関する事項は６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 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 62,601,161株 21年3月期  62,601,161株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,078,848株 21年3月期  2,076,316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 60,523,530株 21年3月期第2四半期 62,526,194株

－ 2 －



当第２四半期連結累計期間の世界経済は、各国の経済対策の効果もあってアジアにおいて持ち直しの動

きがみられるものの、欧米は景気が低迷を続けており、深刻な状況が続きました。日本経済は、輸出がア

ジア向けを中心に増加するなど明るい材料がみられるものの、企業業績の低迷や設備投資の減少、雇用環

境の悪化など非常に厳しい状況で推移しました。 

このような状況の中で、当社グループはコア事業である印刷用インキ事業において、日米欧では高品質

な環境配慮型製品の投入によるシェアの維持・拡大を、成長が期待されるアジアではコストパフォーマン

スに優れた製品の投入による拡販を図るとともに、当社の強みである工場力を生かした生産技術の革新や

費用対効果の徹底によるコスト削減を図り、原材料高に対応した「利益を生む企業体質」の実現に取り組

みました。また、インクジェット用インキ、トナーといった記録材料や、顔料分散体の開発・拡販に努

め、機能性コーティング剤の開発などにも注力し、全社を挙げて収益性の向上に努めました。 

印刷用インキは、好調に推移したアジアを除いて欧米を中心に販売数量が落ち込んだほか、円高による

為替換算の影響を受けました。また、印刷製版用材料も広告関連などの印刷物の需要減に伴い減少しまし

た。この結果、売上高は564億３千万円（前年同期比10.6％減少）となりました。 

利益面では、インクジェット用インキ事業などの収益性が貸倒費用の増加などにより悪化しましたが、

印刷用インキ事業において、販売数量が減少したものの、昨年実施した販売価格の改定効果や、北米の工

場統廃合及びグループ全社を対象とした諸経費の抑制によるコスト削減効果が寄与したことから、営業利

益は13億１千万円（前年同期比68.0％増加）、経常利益は19億５千５百万円（前年同期比55.4％増加）、

四半期純利益は10億５千７百万円（前年同期比2.9％増加）となりました。 
  

【事業の種類別セグメントの業績】 
  

 
(※)実質増減率：海外連結子会社の為替換算の影響を除いた増減率 

  

（印刷用インキ事業） 

印刷用インキの販売数量は、アジアは好調に推移したものの、北米を中心に全体では落ち込みまし

た。北米は、昨年後半からの景気低迷による需要減が響き、大幅に減少しました。日本は、昨年秋以降

の急激な景気悪化による需要減に加え、冷夏などの天候不順が影響し、全体としては低調に推移しまし

た。一方、アジアは拡販の推進に加え、経済対策による景気好転の影響もあり、インド、ベトナムなど

が好調に推移しました。売上高は、販売数量の減少に加え、円高による為替換算の影響を受けた結果、

383億９千３百万円（前年同期比11.3％減少）となりました。 

利益面では、販売数量が減少したものの、昨年実施した販売価格の改定効果や、北米の工場統廃合及

びグループ全社を対象とした諸経費の抑制によるコスト削減効果が寄与したことから、営業利益は26億

４千万円（前年同期比52.6％増加）となりました。 
  

【 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

(単位：百万円)

売上高 営業利益又は営業損失（△）

前期 当期 増減額 増減率 (※)実質 前期 当期 増減額

印刷用インキ 43,262 38,393 △4,869 △11.3％ △4.7％ 1,730 2,640 910

印刷用機材 14,672 13,375 △1,297 △8.8％ △8.8％ 252 225 △27

その他 6,731 6,107 △624 △9.3％ △7.6％ 86 △336 △423

消去又は全社 △1,550 △1,445 104 ― ─ △1,290 △1,219 70

合計 63,116 56,430 △6,686 △10.6％ △5.9％ 779 1,310 530

－ 3 －
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（印刷用機材事業） 

印刷製版用材料は、昨年秋以降の急激な景気悪化に伴う広告関連などの印刷物の減少により、大幅に

減少しました。また、印刷製版関連機器は景気悪化の影響を受けて低調に推移しました。この結果、売

上高は133億７千５百万円（前年同期比8.8％減少）となりました。 

利益面では、貸倒費用の減少やコスト削減効果が寄与したものの、売上高の減少に伴う売上総利益の

減少などにより、営業利益は２億２千５百万円（前年同期比10.7％減少）となりました。 
  

（その他の事業） 

顔料分散体は好調に推移し、記録材料は欧州のインクジェット用インキ事業の子会社２社を新規連結

したことにより増加しましたが、広告ディスプレイサービスや化成品などは、昨年秋以降の急激な景気

悪化の影響を受けて大幅に減少しました。この結果、売上高は61億７百万円（前年同期比9.3％減少）

となりました。 

利益面では、インクジェット用インキ事業において、貸倒費用やのれん償却額などのコストが大幅に

増加したことに加え、ディスプレイサービス事業の収益性が広告の低迷を背景とした売上不振により大

幅に悪化したことから、３億３千６百万円の営業損失となりました。 
  

【所在地別セグメントの業績】 

 
(※)実質増減率：海外連結子会社の為替換算の影響を除いた増減率 

  

（日 本） 

印刷用インキの販売数量は、食品関連の包装用グラビアインキなどは健闘しましたが、昨年秋以降の

急激な景気悪化に伴う広告の減少や個人消費の低迷による需要減に加え、冷夏などの天候不順が影響

し、全体としては低調に推移しました。印刷製版用材料は、景気悪化に伴う広告関連などの印刷物の減

少により、大幅に減少しました。また、印刷製版関連機器は景気悪化の影響を受けて低調に推移しまし

た。この結果、売上高は351億９千５百万円（前年同期比6.0％減少）となりました。 

利益面では、印刷用インキ事業において、販売数量が減少したものの、業績連動型制度に基づく賞与

の減額のほか、旅費、広告費などの抑制によるコスト削減効果や、昨年実施した販売価格の改定効果が

寄与したことから、営業利益は23億８千１百万円（前年同期比53.2％増加）となりました。 
  

（アジア） 

印刷用インキの販売数量は、拡販の推進に加え、経済対策による景気好転の影響もあり、インド、ベ

トナムなどが好調に推移しました。売上高は、販売数量の増加により、現地通貨ベースでは増加しまし

たが、円高による為替換算の影響を受けた結果、55億６千１百万円（前年同期比8.3％減少）となりま

した。 

利益面では、円高による為替換算の影響で目減りしたものの、販売数量の増加や原材料価格の下落が

寄与したことから、営業利益は５億５千７百万円（前年同期比82.6％増加）となりました。 
  

(単位：百万円)

売上高 営業利益又は営業損失（△）

前期 当期 増減額 増減率 (※)実質 前期 当期 増減額

日本 37,434 35,195 △2,239 △6.0％ △6.0％ 1,555 2,381 826

アジア 6,062 5,561 △501 △8.3％ 5.9％ 304 557 252

北米 16,859 14,034 △2,824 △16.8％ △9.3％ △131 △228 △97

その他 3,926 3,052 △874 △22.3％ 0.5％ 251 △213 △465

消去又は全社 △1,167 △1,413 △246 ― ─ △1,200 △1,186 14

合計 63,116 56,430 △6,686 △10.6％ △5.9％ 779 1,310 530

－ 4 －
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（北 米） 

印刷用インキの販売数量は、昨年後半からの景気低迷に伴う広告の減少や個人消費の低迷による需要

減が響き、大幅に減少しました。売上高は、販売数量の減少に加え、円高による為替換算の影響を受け

た結果、140億３千４百万円（前年同期比16.8％減少）となりました。 

利益面では、印刷用インキ事業において、販売数量が減少したものの、昨年実施した販売価格の改定

効果に加え、工場統廃合及び賞与の減額などの諸経費抑制によるコスト削減効果が寄与したことから、

印刷用インキ事業は黒字基調となり営業黒字に転換しましたが、インクジェット用インキ事業におい

て、貸倒費用が大幅に増加したことにより、全体としては２億２千８百万円の営業損失となりました。
  

（その他） 

印刷用インキの販売数量は、昨年後半からの欧州の景気低迷に伴う需要減に加え、昨年７月に発生し

たスペイン子会社の工場火災による影響もあり、大幅に減少しました。売上高は、インクジェット用イ

ンキ事業の子会社２社を新規連結したことによる増加がありましたが、印刷用インキの販売数量の減少

に加え、円高による為替換算の影響を受けた結果、30億５千２百万円（前年同期比22.3％減少）となり

ました。 

利益面では、印刷用インキの販売数量の減少に加え、インクジェット用インキ事業の収益性がのれん

償却額の増加などにより悪化したことから、２億１千３百万円の営業損失となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、時価評価による投資有価証券の増加、新規連結に伴う

無形固定資産の増加及び売上高の増加による売上債権の増加などに加え、円安による為替換算の影

響を受けた結果、前連結会計年度末比47億２百万円（5.8％）増加の857億３千９百万円となりまし

た。 

負債は、仕入債務や未払法人税等が増加したことに加え、円安による為替換算の影響を受けた結

果、前連結会計年度末比13億８千５百万円（2.7％）増加の517億６千万円となりました。 

純資産は、期末配当の実施による利益剰余金の減少があったものの、四半期純利益の計上、新規

連結に伴う資本剰余金の増加、評価・換算差額等の増加などにより、前連結会計年度末比33億１千

７百万円（10.8％）増加の339億７千９百万円となりました。 
  

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加があったものの、税金等調整前四半期純

利益、減価償却費などにより、17億１千７百万円の資金の増加となり、前年同四半期連結累計期間

に比べ16億３千５百万円の増加となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、スペイン、北米及びインドなどでの有形固定資産の取得

や、投資有価証券の取得などにより、15億１千４百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累

計期間に比べ３億円の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少や配当金の支払などにより、９億３千８百

万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ14億５千２百万円の減少となりまし

た。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は31億９千４百

万円となり、前連結会計年度末に比べ４億７千９百万円の減少となりました。 
  

２. 連結財政状態に関する定性的情報

(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

－ 5 －
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今後の世界経済は、各国の経済対策の効果により 悪期は脱したと思われますが、アジアは経済対策の

効果が弱まり景気拡大のペースが鈍化し、日米欧は悪化している雇用情勢や個人消費の低迷が懸念される

など、厳しい状況が続くと予想されます。 

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

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

アは、需要の拡大が続くものと予想されます。 

業績予想につきましては、インクジェット用インキなどの印刷用インキ以外の事業が、貸倒費用の増加

などにより悪化しておりますが、印刷用インキ事業において、原油価格の上昇に伴う原材料価格の再上昇

が始まっているものの、日米でコスト削減が順調に進捗していることに加え、アジアでの拡販による売上

高の増加が見込まれることなどから、平成21年11月２日に当初の予想を修正しております。業績予想値に

つきましては、平成21年11月２日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
    

該当事項はありません。 
  

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、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場合については、前連結会計年度決算におい

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しております。 

また、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認

められた場合については、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用しております。 
  

「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分法適

用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）が平成

22年３月31日以前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、第１四半期

連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

この修正による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響は軽微であります。 

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 3,207 3,678

受取手形及び売掛金 33,783 32,064

商品及び製品 5,658 5,565

仕掛品 653 618

原材料及び貯蔵品 2,913 2,596

その他 1,874 1,787

貸倒引当金 △439 △436

流動資産合計 47,650 45,873

固定資産   

有形固定資産 20,422 19,909

無形固定資産   

のれん 1,095 401

その他 1,692 1,071

無形固定資産合計 2,787 1,473

投資その他の資産   

投資有価証券 12,401 10,558

その他 3,735 4,444

貸倒引当金 △1,259 △1,223

投資その他の資産合計 14,878 13,779

固定資産合計 38,088 35,163

資産合計 85,739 81,036

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,301 18,812

短期借入金 9,021 9,320

1年内返済予定の長期借入金 2,114 2,156

未払費用 2,287 2,253

未払法人税等 810 161

賞与引当金 615 625

その他 1,542 1,598

流動負債合計 35,692 34,927

固定負債   

長期借入金 12,461 12,147

退職給付引当金 2,465 2,486

その他 1,140 813

固定負債合計 16,067 15,447

負債合計 51,760 50,374
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,472 7,472

資本剰余金 6,064 5,765

利益剰余金 26,362 25,773

自己株式 △635 △635

株主資本合計 39,263 38,377

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 987 △325

繰延ヘッジ損益 5 3

為替換算調整勘定 △6,808 △7,691

評価・換算差額等合計 △5,816 △8,014

少数株主持分 531 298

純資産合計 33,979 30,662

負債純資産合計 85,739 81,036
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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 63,116 56,430

売上原価 49,935 43,831

売上総利益 13,181 12,599

販売費及び一般管理費 12,401 11,289

営業利益 779 1,310

営業外収益   

受取利息 84 71

受取配当金 128 104

持分法による投資利益 284 408

その他 408 381

営業外収益合計 906 965

営業外費用   

支払利息 288 250

その他 140 70

営業外費用合計 428 320

経常利益 1,258 1,955

特別利益   

受取保険金 － 86

投資有価証券売却益 548 －

特別利益合計 548 86

特別損失   

投資有価証券評価損 121 31

有形固定資産売却損 － 68

特別損失合計 121 100

税金等調整前四半期純利益 1,685 1,941

法人税、住民税及び事業税 641 881

法人税等調整額 △4 △33

法人税等合計 637 848

少数株主利益 21 35

四半期純利益 1,027 1,057

－ 9 －

サカタインクス㈱（4633）平成22年３月期 第２四半期決算短信



（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 1,685 1,941

減価償却費 1,264 1,247

のれん償却額 151 177

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63 24

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23 △27

賞与引当金の増減額（△は減少） 45 △10

有形固定資産売却損益（△は益） － 68

投資有価証券売却損益（△は益） △548 －

投資有価証券評価損益（△は益） 121 31

受取利息及び受取配当金 △213 △175

支払利息 288 250

持分法による投資損益（△は益） △284 △408

受取保険金 － △86

売上債権の増減額（△は増加） △476 △1,200

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,105 65

仕入債務の増減額（△は減少） 308 136

その他 △620 △186

小計 702 1,847

利息及び配当金の受取額 272 219

利息の支払額 △288 △254

法人税等の支払額 △605 △181

保険金の受取額 － 86

営業活動によるキャッシュ・フロー 81 1,717

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 △1,767 △1,043

有形固定資産の売却による収入 112 64

投資有価証券の取得による支出 △818 △302

投資有価証券の売却による収入 1,239 3

貸付けによる支出 △220 △273

貸付金の回収による収入 264 180

その他 △22 △142

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,213 △1,514
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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） 1,378 △645

長期借入れによる収入 － 1,523

長期借入金の返済による支出 △500 △1,392

配当金の支払額 △375 △363

少数株主への配当金の支払額 △16 －

その他 27 △60

財務活動によるキャッシュ・フロー 514 △938

現金及び現金同等物に係る換算差額 △202 232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △820 △502

現金及び現金同等物の期首残高 4,212 3,673

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

3 23

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,395 3,194
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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) 
  

 
  

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 事業区分は、製商品系列別区分によっております。 

２ 各事業部門の主要取扱品目 

前第２四半期連結累計期間 

 
当第２四半期連結累計期間 

 
  

(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】

印刷用 

インキ事業 

(百万円)

印刷用 

機材事業 

(百万円)

その他 

の事業 

(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
43,251 14,247 5,617 63,116 ― 63,116

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
11 424 1,113 1,550 △1,550 ―

計 43,262 14,672 6,731 64,667 △1,550 63,116

営業利益 1,730 252 86 2,070 △1,290 779

印刷用 

インキ事業 

(百万円)

印刷用 

機材事業 

(百万円)

その他 

の事業 

(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
38,374 12,944 5,111 56,430 ― 56,430

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
18 430 995 1,445 △1,445 ―

計 38,393 13,375 6,107 57,875 △1,445 56,430

営業利益又は営業損失(△) 2,640 225 △336 2,529 △1,219 1,310

部門 主要取扱品目

印刷用インキ 
事業

製品
新聞用インキ、オフセット用インキ、段ボール・紙袋用インキ、包装用グラ
ビアインキ、金属用インキ

印刷用機材 
事業

商品 製版用感材及び印刷用版材等の印刷製版用材料、印刷製版関連機器

その他の事業

製品 記録材料関連品、顔料分散技術関連品、大型ディスプレイの製作

商品 電子情報関連機器、色彩関連機器、化成品

部門 主要取扱品目

印刷用インキ 
事業

製品
新聞用インキ、オフセット用インキ、段ボール・紙袋用インキ、包装用グラ
ビアインキ、金属用インキ

印刷用機材 
事業

商品 製版用感材及び印刷用版材等の印刷製版用材料、印刷製版関連機器

その他の事業

製品 インクジェット用インキ、トナー、顔料分散体、ディスプレイサービス

商品 色彩関連機器、化成品
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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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

前第２四半期連結累計期間 

(1) アジア……中国、インドネシア、マレーシア、インド、ベトナム 

(2) 北米………米国、カナダ 

(3) その他……スペイン、英国、フランス、ルクセンブルク 

当第２四半期連結累計期間 

(1) アジア……中国、インドネシア、マレーシア、インド、ベトナム 

(2) 北米………米国、カナダ 

(3) その他……スペイン、英国、フランス、イタリア、チェコ 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 

(百万円)

アジア 

(百万円)

北米 

(百万円)

その他 

(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
36,831 6,062 16,301 3,921 63,116 ― 63,116

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
603 ― 558 5 1,167 △1,167 ―

計 37,434 6,062 16,859 3,926 64,283 △1,167 63,116

営業利益又は営業損失(△) 1,555 304 △131 251 1,980 △1,200 779

日本 

(百万円)

アジア 

(百万円)

北米 

(百万円)

その他 

(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
34,595 5,560 13,239 3,035 56,430 ― 56,430

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
600 0 795 17 1,413 △1,413 ―

計 35,195 5,561 14,034 3,052 57,843 △1,413 56,430

営業利益又は営業損失(△) 2,381 557 △228 △213 2,496 △1,186 1,310
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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 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……中国、インドネシア、マレーシア、インド、ベトナム 

(2) 北米………米国、カナダ 

(3) その他……スペイン、英国、フランス、メキシコ 

  

該当事項はありません。 

【海外売上高】

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,600 15,060 5,471 27,132

Ⅱ 連結売上高(百万円) 63,116

Ⅲ
連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％)
10.4 23.9 8.7 43.0

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,207 12,466 4,105 22,779

Ⅱ 連結売上高(百万円) 56,430

Ⅲ
連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％)
11.0 22.1 7.3 40.4

(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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