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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 113,669 △6.1 3,542 366.2 4,742 223.6 3,089 272.2
21年3月期 121,006 △6.4 759 △80.6 1,465 △70.1 830 △74.1

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 ％ ％ ％

22年3月期 51.05 ― 9.4 5.7 3.1
21年3月期 13.40 ― 2.3 1.6 0.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  786百万円 21年3月期  515百万円

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

22年3月期 86,199 35,974 41.1 585.76
21年3月期 81,036 30,662 37.5 501.67

（参考） 自己資本   22年3月期  35,450百万円 21年3月期  30,363百万円

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

22年3月期 5,994 △2,626 △4,158 3,116
21年3月期 2,981 △3,658 1,068 3,673

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 738 89.6 2.0
22年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 726 23.5 2.2
23年3月期 

（予想） ― 6.00 ― 6.00 12.00 22.0

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

58,000 2.8 2,200 67.9 2,500 27.9 1,400 32.4 23.13

通期 118,000 3.8 4,800 35.5 5,500 16.0 3,300 6.8 54.53
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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、16ページ「（６） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、19ページ「（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」をご覧下さい。 

(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、24ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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） 22年3月期 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  2,079,771株 21年3月期  2,076,316株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 65,599 △1.9 2,604 ― 3,688 133.6 2,069 440.3
21年3月期 66,871 △3.3 72 △94.0 1,579 △41.4 383 △79.3

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

22年3月期 34.19 ―
21年3月期 6.18 ―

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 73,921 38,157 51.6 630.49
21年3月期 71,386 34,929 48.9 577.11

（参考） 自己資本 22年3月期  38,157百万円 21年3月期  34,929百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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 
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５ページをご覧下さい。 

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

33,000 0.1 1,100 △0.7 1,600 △7.3 1,000 △0.4 16.52

通期 67,000 2.1 2,700 3.7 3,700 0.3 2,200 6.3 36.35

－ 2 －



当連結会計年度の世界経済は、昨年の１～３月期に も打撃を受けましたが、各国の経済対策の効果

もあって 悪期を脱し、アジアを中心に回復傾向が見られるものの、欧米では失業率が高水準で推移す

るなど、深刻な状況が続きました。日本経済は、アジア向けを中心に輸出の増加傾向が続くなど明るい

材料が見られるものの、雇用環境の悪化やデフレの進行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・高機能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市場ニ

ーズに合致し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、「利益を生む企業体質」の実現に取り組みました。

また、インドでパノリ工場（第２工場）を新設し、スペインでは本社工場（リキッドインキ製造棟）を

再建するなど着実に事業基盤を強化しました。 

一方、画像表示材料分野ではインクジェット用インキ、トナー、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ました。また、インクジェット用インキ事業において、北

米、欧州で展開している子会社を再編し、ブランドを統一するなど事業拡大に向けて体制を強化しまし

た。 

売上高は、印刷用インキ事業において、アジアで拡販が進んだものの、北米の販売数量が落ち込んだ

ことや円高による為替換算の影響を受けたことに加え、印刷用機材の販売が低調であったことから、

1,136億６千９百万円（前期比6.1％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で貸倒費用が増加したものの、前年度に実施した北米

の販売価格の改定効果に加え、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35億４千２百万円（前期比366.2％増加）、経常利益は

47億４千２百万円（前期比223.6％増加）、当期純利益は30億８千９百万円（前期比272.2％増加）とな

りました。 
  

 
(※)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 

  

印刷用インキの販売数量は、回復が遅れている北米は低調に推移したものの、アジアは第２四半期以

降好調を持続し、日本は第４四半期において持ち直してきたことから、全体では微増となりました。北

米は、需要の回復ペースが緩やかであり、前期比では景気低迷による需要減が響き、大幅に減少しまし

た。一方、アジアは拡販の推進に加え、経済対策による景気回復の影響もあり、主力の包装用グラビア

インキを中心にインド、ベトナム、インドネシアなどが好調に推移し、大幅に増加しました。日本は、

事業環境が北米と同様に厳しい中、景気低迷に加え、冷夏などの天候不順による影響を受けましたが、

食品関連の包装用グラビアインキなどは堅調に推移し、通期では微増となりました。売上高は、北米の

販売数量の落ち込みが響き、円高による為替換算の影響も受けた結果、780億２千８百万円（前期比

6.3％減少）となりました。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の業績の概要

②事業の種類別セグメントの概要

(単位：百万円)

売上高 営業利益

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 83,265 78,028 △5,236 △6.3％ △0.5％ 2,727 5,682 2,954

印刷用機材 27,769 25,817 △1,952 △7.0％ △7.0％ 447 456 8

その他 12,759 12,709 △49 △0.4％ 1.6％ 14 △273 △288

消去又は全社 △2,787 △2,885 △98 ― ─ △2,430 △2,322 107

合計 121,006 113,669 △7,337 △6.1％ △1.9％ 759 3,542 2,782

（印刷用インキ事業）
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利益面では、前年度に実施した北米の販売価格の改定効果に加え、北米の工場統廃合及び諸経費の抑

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56億８千２百万円（前期比108.3％増加）と

なりました。 
  

印刷製版用材料は、景気低迷に伴う広告関連などの印刷物の減少により、低調に推移しました。印刷

製版関連機器は、設備投資抑制の影響を受けて低調に推移しました。これらの結果、売上高は258億１

千７百万円（前期比7.0％減少）となりました。 

利益面では、売上総利益は減少したものの、貸倒費用の減少やコスト削減効果が寄与したことから、

営業利益は４億５千６百万円（前期比1.9％増加）となりました。 
  

顔料分散体、トナーは新製品投入の効果もあって比較的好調に推移しました。インクジェット用イン

キは、広告需要の落ち込みや円高による為替換算の影響を受けたものの、欧州の子会社２社を新規連結

したことにより増加しました。広告ディスプレイサービスや化成品などは、景気低迷の影響を受けて落

ち込みました。これらの結果、売上高は127億９百万円（前期比0.4％減少）となりました。 

利益面では、コスト削減を進めたものの、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、広告の低迷を背景としたディスプレイサービス事業

の売上不振が響いたことから、２億７千３百万円の営業損失（前期は１千４百万円の営業利益）となり

ました。 

 
(※)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 

  

印刷用インキの販売数量は、事業環境が厳しい中、景気低迷に伴う広告の減少や個人消費の低迷に加

え、冷夏などの天候不順による需要減の影響を受けましたが、食品関連の包装用グラビアインキなどは

堅調に推移し、通期では微増となりました。印刷製版用材料は、景気低迷に伴う広告関連などの印刷物

の減少により、低調に推移しました。印刷製版関連機器は、設備投資抑制の影響を受けて低調に推移し

ました。これらの結果、売上高は703億３千７百万円（前期比2.7％減少）となりました。 

利益面では、第４四半期において印刷用インキの販売数量が持ち直してきたことや、各事業における

コスト削減効果が寄与したことから、営業利益は51億円（前期比81.5％増加）となりました。 
  

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回復の影響もあり、主力の包装

用グラビアインキを中心にインド、ベトナム、インドネシアなどが好調に推移し、大幅に増加しまし

た。売上高は、現地通貨ベースでは大幅に増加しましたが、円高による為替換算の影響を受けた結果、

116億７千４百万円（前期比5.1％増加）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９億８千６百万円（前期比61.6％増加）となりました。 

（印刷用機材事業）

（その他の事業）

③所在地別セグメントの概要

(単位：百万円)

売上高 営業利益

前期 当期 増減額 増減率 (※)実質 前期 当期 増減額

日本 72,254 70,337 △ 1,916 △2.7％ △2.7％ 2,810 5,100 2,290

アジア 11,108 11,674 566 5.1％ 15.9％ 610 986 375

北米 32,925 28,055 △ 4,869 △14.8％ △6.5％ △ 543 116 660

その他 7,087 6,265 △ 821 △11.6％ 6.3％ 162 △ 446 △608

消去又は全社 △ 2,367 △ 2,664 △ 296 ― ─ △ 2,279 △ 2,215 64

合計 121,006 113,669 △ 7,337 △6.1％ △1.9％ 759 3,542 2,782

（日本）

（アジア）
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印刷用インキの販売数量は、需要の回復ペースが緩やかであり、前期比では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、280億５千５百万円（前期比14.8％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が大幅に増加しましたが、印刷用インキ

事業は、前年度に実施した販売価格の改定効果に加え、工場統廃合及び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黒字となり、全体では１億１千６百万円の営業利益（前期は５億４千３百

万円の営業損失）となりました。 
  

印刷用インキの販売数量は、欧州の景気低迷に伴う需要減に加え、一昨年の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に

おける新規連結に伴う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、62億６千５百万円（前期比11.6％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でのれん償却額が

増加したことなどから、４億４千６百万円の営業損失（前期は１億６千２百万円の営業利益）となりま

した。 
  

今後の世界経済は、アジアを中心に緩やかに持ち直していくものと予想されます。当社グループの印

刷用インキ事業は、日米欧においてはメディアの多様化や環境対策など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ものと予想されます。また、成長が期待される

アジアは、景気の拡大傾向が続いて当社が強みを持つパッケージ分野の印刷物の需要は着実に増加して

いくものと予想されます。 

当社グループといたしましては、このような情勢の中、印刷用インキ事業において、アジアを中心と

した各拠点での拡販に注力し、環境配慮型製品の開発やコスト削減を図ってまいります。また、画像表

示材料分野では、体制を強化したインクジェット用インキを始めとして、トナー、顔料分散体の開発・

拡販を推し進め、全社を挙げて業績の向上に努めてまいります。 

次期の連結業績見通しにつきましては、売上高1,180億円、営業利益48億円、経常利益55億円、当期

純利益33億円を予想しております。なお、前提条件として、海外連結子会社の収益・費用の為替換算に

あたって影響を受け易いUSドルにつきましては、１ドル当たり93.00円としております。 
  

当連結会計年度末の総資産は、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51億６千２百万円

（6.4％）増加の861億９千９百万円となりました。 

負債は、未払法人税等や繰延税金負債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も

のの、営業キャッシュ・フローが改善し、借入金が減少したことなどから、前連結会計年度末比１億５

千万円（0.3％）減少の502億２千４百万円となりました。 

純資産は、配当の実施による利益剰余金の減少があったものの、当期純利益の計上、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53億１千２百万円

（17.3％）増加の359億７千４百万円となりました。 
  

当連結会計年度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。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、北米、スペインなどでの有形固定資産の取得などにより、26

億２千６百万円の資金の減少となり、前連結会計年度に比べ10億３千１百万円の増加となりました。 

（北米）

（その他）

④次期の見通し

（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

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益、減価償却費などにより、59億９千

４百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べ30億１千３百万円の増加となりました。
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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、41億５千８百万円

の資金の減少となり、前連結会計年度に比べ52億２千７百万円の減少となりました。 

以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は31億１千６百万円となり、前

連結会計年度末に比べ５億５千６百万円の減少となりました。 
  

次期のキャッシュ・フローの見通しにつきましては、主に税金等調整前当期純利益、減価償却費から

得られる資金を、生産設備等の投資へ充当する予定であります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
（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 

1．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

2．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)より算出しております。 

3．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支払っている全ての負債を対象

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。 
  

当社は、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主各位に対して利益配当を含めた利益還元を

経営の重要施策として位置付けております。 

配当につきましては、安定的な利益還元を行うことを基本方針としつつ、連結配当性向20％前後から

30％前後の範囲で実施していきたいと考えております。 

なお、内部留保金は、長期的な展望に立った当社グループにおける研究開発設備や生産設備等の投資

への資金需要に備えることとし、それぞれの事業分野の動向に積極的に対応し、競争力の強化ならびに

収益力の向上を図ることが、企業価値の向上につながるものと考えております。 

上記の方針に基づき、当期の中間配当金は１株当たり６円、期末配当金は前期と同様に１株当たり６

円とし、通期で１株当たり12円を予定しております。 

また、次期の配当につきましては、１株当たり12円（うち、中間配当６円）を予定しております。 

③次期の見通し

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

平成22年
３月期

自己資本比率(％) 43.9 42.4 42.8 37.5 41.1

時価ベースの 
自己資本比率(％)

40.5 40.0 25.1 20.2 32.2

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率(年)

7.0 5.2 9.7 8.1 3.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

8.1 8.5 4.1 5.2 11.9

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「ビジュアル・コミュニケーション・テクノロジーの創造」をビジネステーマ

に、「社会に対し人々の暮らしを快適にする情報文化の創造」を存在意義と定めており、技術力、情

報力を駆使し、「競争力と独自性を有した世界三大インキメーカーになること」を目標としておりま

す。また、当社は地球環境保全活動に積極的に取組み、あらゆる事業活動において環境に配慮した経

営を図ります。 
  

（２）目標とする経営指標 

当社グループは、平成20年度において、資源価格の急騰や金融危機に伴う実体経済の悪化により、

事業環境が急激に変化したことや先行きに対する不透明感が強くなったことを踏まえ、現在、目標と

する経営指標を設定しておりません。なお、数値目標につきましては、新中期経営計画「Sigma（シ

グマ）2011」において 終年度である2011年度に売上高1,270億円、経常利益63億円を設定し、公表

しております。 
  

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社グループは、当連結会計年度を初年度とする３ヵ年の新中期経営計画「Sigma（シグマ）

2011」を策定し、その実現に取り組んでおります。 
  

（Sigma（シグマ）2011の基本戦略課題） 

１．既存事業の収益基盤の強化 

・環境に配慮した製商品の供給及び拡販 

・各事業部門の連携強化による製商品の早期開発 

２．新規事業の事業基盤の発展 

・新規製品の拡販 

・研究開発部門の強化 

・新事業及び新ビジネスモデルの構築 
  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,678 3,129

受取手形及び売掛金 32,064 32,958

商品及び製品 5,565 5,422

仕掛品 618 707

原材料及び貯蔵品 2,596 3,253

繰延税金資産 596 849

その他 1,191 1,300

貸倒引当金 △436 △429

流動資産合計 45,873 47,192

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,194 7,687

機械装置及び運搬具（純額） 4,946 5,551

土地 6,331 6,252

リース資産（純額） 342 641

建設仮勘定 707 140

その他（純額） 387 334

有形固定資産合計 19,909 20,607

無形固定資産   

のれん 401 841

その他 1,071 1,518

無形固定資産合計 1,473 2,360

投資その他の資産   

投資有価証券 10,558 13,700

長期貸付金 44 39

繰延税金資産 858 15

その他 3,541 3,545

貸倒引当金 △1,223 △1,261

投資その他の資産合計 13,779 16,038

固定資産合計 35,163 39,006

資産合計 81,036 86,199
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,812 18,081

短期借入金 9,320 6,835

1年内返済予定の長期借入金 2,156 2,826

リース債務 97 170

未払費用 2,253 2,603

未払法人税等 161 1,573

繰延税金負債 61 80

賞与引当金 625 1,015

その他 1,438 1,870

流動負債合計 34,927 35,058

固定負債   

長期借入金 12,147 11,033

リース債務 259 504

繰延税金負債 196 820

退職給付引当金 2,486 2,504

その他 357 302

固定負債合計 15,447 15,165

負債合計 50,374 50,224

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,472 7,472

資本剰余金 5,765 6,102

利益剰余金 25,773 28,031

自己株式 △635 △636

株主資本合計 38,377 40,970

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △325 1,675

繰延ヘッジ損益 3 △0

為替換算調整勘定 △7,691 △7,195

評価・換算差額等合計 △8,014 △5,519

少数株主持分 298 523

純資産合計 30,662 35,974

負債純資産合計 81,036 86,199
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（２）連結損益計算書 

(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 121,006 113,669

売上原価 96,248 87,587

売上総利益 24,758 26,082

販売費及び一般管理費 23,998 22,539

営業利益 759 3,542

営業外収益   

受取利息 166 144

受取配当金 234 194

不動産賃貸料 219 213

受取事務手数料 110 109

貸倒引当金戻入額 180 169

持分法による投資利益 515 786

その他 270 251

営業外収益合計 1,698 1,870

営業外費用   

支払利息 571 498

為替差損 179 －

その他 242 171

営業外費用合計 992 669

経常利益 1,465 4,742

特別利益   

受取保険金 440 409

有形固定資産売却益 28 －

投資有価証券売却益 548 －

特別利益合計 1,017 409

特別損失   

有形固定資産売却損 － 68

投資有価証券評価損 336 51

減損損失 81 40

災害による損失 282 －

特別損失合計 700 161

税金等調整前当期純利益 1,782 4,991

法人税、住民税及び事業税 686 2,051

法人税等調整額 282 △219

法人税等合計 969 1,831

少数株主利益又は少数株主損失（△） △16 70

当期純利益 830 3,089
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（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,472 7,472

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,472 7,472

資本剰余金   

前期末残高 5,744 5,765

当期変動額   

在外子会社の米国会計基準適用に伴う少数
株主持分評価差額

22 336

利益剰余金から資本剰余金への振替 0 0

自己株式の処分 △1 △0

当期変動額合計 21 336

当期末残高 5,765 6,102

利益剰余金   

前期末残高 29,715 25,773

持分法適用会社の会計処理の変更に伴う増減 － 16

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △3,949 －

当期変動額   

利益剰余金から資本剰余金への振替 △0 △0

剰余金の配当 △750 △726

当期純利益 830 3,089

連結範囲の変動 △72 △121

当期変動額合計 7 2,241

当期末残高 25,773 28,031

自己株式   

前期末残高 △37 △635

当期変動額   

自己株式の処分 4 0

自己株式の取得 △602 △1

当期変動額合計 △598 △1

当期末残高 △635 △636
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(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 42,895 38,377

持分法適用会社の会計処理の変更に伴う増減 － 16

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △3,949 －

当期変動額   

在外子会社の米国会計基準適用に伴う少数
株主持分評価差額

22 336

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

剰余金の配当 △750 △726

当期純利益 830 3,089

自己株式の処分 2 0

自己株式の取得 △602 △1

連結範囲の変動 △72 △121

当期変動額合計 △568 2,576

当期末残高 38,377 40,970

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,810 △325

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,136 2,001

当期変動額合計 △2,136 2,001

当期末残高 △325 1,675

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 2 3

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △3

当期変動額合計 0 △3

当期末残高 3 △0

為替換算調整勘定   

前期末残高 △2,551 △7,691

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,140 496

当期変動額合計 △5,140 496

当期末残高 △7,691 △7,195

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △738 △8,014

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,275 2,494

当期変動額合計 △7,275 2,494

当期末残高 △8,014 △5,519
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(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 580 298

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △281 225

当期変動額合計 △281 225

当期末残高 298 523

純資産合計   

前期末残高 42,737 30,662

持分法適用会社の会計処理の変更に伴う増減 － 16

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △3,949 －

当期変動額   

在外子会社の米国会計基準適用に伴う少数株
主持分評価差額

22 336

剰余金の配当 △750 △726

当期純利益 830 3,089

自己株式の処分 2 0

自己株式の取得 △602 △1

連結範囲の変動 △72 △121

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,557 2,719

当期変動額合計 △8,125 5,296

当期末残高 30,662 35,974
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（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 1,782 4,991

減価償却費 2,575 2,568

減損損失 81 40

のれん償却額 298 353

貸倒引当金の増減額（△は減少） 154 22

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3 9

賞与引当金の増減額（△は減少） △158 390

有形固定資産売却損益（△は益） △28 68

投資有価証券評価損益（△は益） 336 51

投資有価証券売却損益（△は益） △548 －

受取利息及び受取配当金 △401 △339

支払利息 571 498

持分法による投資損益（△は益） △515 △786

受取保険金 △440 △409

災害損失 282 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,036 △493

たな卸資産の増減額（△は増加） △80 △209

仕入債務の増減額（△は減少） △2,506 △1,018

その他 △762 638

小計 3,680 6,376

利息及び配当金の受取額 501 429

利息の支払額 △568 △504

法人税等の支払額 △1,072 △617

保険金の受取額 440 310

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,981 5,994

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 △3,248 △2,162

有形固定資産の売却による収入 195 71

投資有価証券の取得による支出 △1,954 △321

投資有価証券の売却による収入 1,239 17

貸付けによる支出 △387 △454

貸付金の回収による収入 482 364

その他 14 △141

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,658 △2,626
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(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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） 2,902 △2,785

長期借入れによる収入 3,300 1,889

長期借入金の返済による支出 △3,775 △2,391

配当金の支払額 △750 △726

少数株主への配当金の支払額 △16 －

自己株式の取得による支出 △602 －

その他 10 △145

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,068 △4,158

現金及び現金同等物に係る換算差額 △932 210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △541 △580

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期末残高 3,673 3,116
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該当事項はありません。 
  

  

 

 
当連結会計年度より、いずれも重要性が増したため、連結の範囲に含めております。なお、

当連結会計年度において、INX  Digital  Czech,A.S.はMegaink  Digital  A.S.から、INX 

Digital Italy S.R.L.はAnteprima S.R.L.からそれぞれ社名を変更しております。 

 
当連結会計年度において連結子会社であるINX International Ink Co.と合併したため、連結

の範囲から除外しております。 

 
非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等のそれぞれの合計額は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりませ

ん。 
  

 
上記９社の当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等に与える影響は軽微であり、かつ全

体として重要性はありません。 
  

連結子会社のうち、SAKATA INX（INDIA）LIMITED 及び国内連結子会社３社（決算日３月31日）を

除き、他の連結子会社の決算日は12月31日であります。なお、連結決算日との間に生じた重要な

取引については連結上必要な調整を行っております。 
  

 

 

 

 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社 ： 23社（ THE INX GROUP LIMITED 他22社）

増加２社 ....... INX Digital Czech,A.S. 、INX Digital Italy S.R.L. 

減少１社 ....... Innovative Solutions Inx Co.

非連結子会社 ： ６社（インクスグラビア㈱ 他５社）

2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社 ： ３社（シークス㈱ 他２社）

持分法適用除外 ： ９社（ETERNAL SAKATA INX CO.,LTD. 他８社)

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

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有価証券

その他有価証券

時価のあるもの....... 連結会計年度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、売却原価は主として移

動平均法により算定）

時価のないもの....... 移動平均法による原価法

②デリバティブ ........ 時価法

③たな卸資産

国内連結会社.......... 移動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）

在外連結子会社........ 主として先入先出法による低価法

－ 16 －
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①貸倒引当金 

売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として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。 

なお、連結会社間債権に対応する引当金は消去しております。 

②賞与引当金 

当社及び一部の連結子会社は、従業員賞与の支出に備えるため、翌期支給見込額に基づき当連結

会計年度に見合う額を計上しております。 

③退職給付引当金 

当社及び一部の連結子会社は、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、数理計算上の差異については、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定

年数（15年）による定額法により、発生年度から償却しております。 

過去勤務債務については、主として発生年度において一括償却しております。 

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３）（企業会計基準

第19号 平成20年７月31日）を適用しております。 

なお、これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与

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
(リース資産を除く)

......... 定率法（連結子会社の一部では定額法を採用しております。）

ただし、国内連結会社は平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物付属設備は除く）については、定額法によっておりま

す。

なお、耐用年数は次の通りであります。

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び運搬具 ２～20年

その他 ２～20年

②無形固定資産
(リース資産を除く)

......... 定額法

ただし、国内連結会社の自社利用目的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）に基づく定額法によっ

ております。

③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、平成20年３月31日以前に契約した所有権移転外ファイナ

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。

(3) 重要な引当金の計上基準

（会計方針の変更）
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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、各社の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おります。 

①ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。 

なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについては特例処理を行っております。 
  

   

為替予約取引については、為替相場の変動によるリスクを回避するため、実需原則に基づき為替

予約取引を行うこととしております。 

また、金利スワップについては、金利上昇リスクを回避するため、ヘッジを目的とした取引を行

うこととしております。 
  

ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより、有効性を評価しております。 

ただし、金利スワップについては、特例処理の要件に該当すると判定される場合には、有効性の

判定は省略しております。 
  

   

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 
  

のれんは、見積り年数（20年内）で均等償却することとしております。 
  

連結キャッシュ・フロ－計算書における資金（現金及び現金同等物）は、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。 

(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

(5) 重要なヘッジ会計の方法

②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ⅰ)ヘッジ手段 ....... 為替予約取引、金利スワップ

(ⅱ)ヘッジ対象 ....... 外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引、借入金

③ヘッジ方針

④ヘッジの有効性評価の方法

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の処理方法 ........ 国内連結会社は、税抜方式によっております。

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項

7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
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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

1．会計処理の変更

「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、当連結会計年度よ

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。

なお、この修正による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える

影響は軽微であります。

2．表示方法の変更

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

「自己株式の取得による支出」は前連結会計年度において、区分掲記しておりましたが、重要性が

乏しくなったため当連結会計年度より「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含め

て表示しております。

なお、当連結会計年度の「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれている「自

己株式の取得による支出」は△１百万円であります。

－ 19 －
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(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 

前連結会計年度 

（８）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

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）

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

 (1) 外部顧客に対する 

売上高
83,245 27,136 10,625 121,006 ─ 121,006

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
20 633 2,133 2,787 △2,787 ─

計 83,265 27,769 12,759 123,794 △2,787 121,006

営業費用 80,538 27,321 12,744 120,603 △356 120,247

営業利益 2,727 447 14 3,190 △2,430 759

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出

資産 46,401 12,218 11,139 69,760 11,276 81,036

減価償却費 2,076 48 376 2,501 74 2,575

資本的支出 3,203 87 162 3,453 134 3,588

当連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日）

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

 (1) 外部顧客に対する 

売上高
77,999 24,980 10,689 113,669 ─ 113,669

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
29 836 2,019 2,885 △2,885 ─

計 78,028 25,817 12,709 116,555 △2,885 113,669

営業費用 72,346 25,360 12,982 110,690 △562 110,127

営業利益又は  

営業損失（△）
5,682 456 △273 5,865 △2,322 3,542

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出

資産 49,440 12,694 12,300 74,435 11,763 86,199

減価償却費 1,985 39 451 2,477 91 2,568

資本的支出 2,489 26 219 2,735 190 2,926

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
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当連結会計年度 

 
３  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の本社関連の総務部 

    門、経理部門等管理部門に係る費用であります。 

 
４  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社の管理部門に係る資産等でありま 

    す。 

   

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

前連結会計年度 2,494百万円

当連結会計年度 2,384百万円

前連結会計年度 11,986百万円

当連結会計年度 13,563百万円
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(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 

前連結会計年度 

(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 

当連結会計年度 

(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 

３  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の本社関連の総務部 

    門、経理部門等管理部門に係る費用であります。 

 
４  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社の管理部門に係る資産等でありま 

    す。 

   

【所在地別セグメント情報】

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）

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

 (1) 外部顧客に対する 

売上高
71,285 11,108 31,559 7,053 121,006 ― 121,006

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
968 ― 1,365 33 2,367 △2,367 ―

計 72,254 11,108 32,925 7,087 123,374 △2,367 121,006

営業費用 69,443 10,497 33,469 6,924 120,335 △88 120,247

営業利益又は  

営業損失（△）
2,810 610 △543 162 3,038 △2,279 759

Ⅱ 資産 64,435 7,743 15,727 4,007 91,913 △10,876 81,036

当連結会計年度（自  平成21年４月1日  至  平成22年３月31日）

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

 (1) 外部顧客に対する 

売上高
69,126 11,674 26,614 6,254 113,669 ― 113,669

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
1,211 0 1,441 11 2,664 △2,664 ―

計 70,337 11,674 28,055 6,265 116,334 △2,664 113,669

営業費用 65,236 10,688 27,939 6,711 110,576 △449 110,127

営業利益又は 

営業損失（△）
5,100 986 116 △446 5,757 △2,215 3,542

Ⅱ 資産 66,330 9,059 15,501 6,465 97,356 △11,157 86,199

前連結会計年度 2,494百万円

当連結会計年度 2,384百万円

前連結会計年度 11,986百万円

当連結会計年度 13,563百万円
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(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  国または地域の区分は、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または地域 

(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 

【海外売上高】

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）

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,191 29,241 9,810 51,243

Ⅱ 連結売上高(百万円) 121,006

Ⅲ
連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

10.1 24.1 8.1 42.3

当連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日）

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,999 24,877 8,679 46,556

Ⅱ 連結売上高(百万円) 113,669

Ⅲ
連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

11.5 21.9 7.6 41.0
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(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退

職給付、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略しております。 

（１株当たり情報）

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)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

  １株当たり純資産額 501円67銭  １株当たり純資産額 585円76銭
 

  １株当たり当期純利益 13円40銭  １株当たり当期純利益 51円05銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が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について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

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)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益(百万円) 830 3,089

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)

830 3,089

普通株式の期中平均株式数 
(千株)

61,952 60,522

（重要な後発事象）

（開示の省略）

－ 24 －

サカタインクス㈱（4633）平成22年３月期 決算短信



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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,296 1,690

受取手形 8,854 8,912

売掛金 13,979 14,765

商品及び製品 2,153 2,204

仕掛品 461 500

原材料及び貯蔵品 443 479

前渡金 130 95

前払費用 79 119

繰延税金資産 560 811

その他 314 417

貸倒引当金 △207 △210

流動資産合計 29,067 29,787

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,666 3,395

構築物（純額） 263 239

機械及び装置（純額） 1,988 1,657

車両運搬具（純額） 8 6

工具、器具及び備品（純額） 227 172

土地 5,714 5,613

リース資産（純額） 259 536

建設仮勘定 81 27

有形固定資産合計 12,209 11,647

無形固定資産   

借地権 13 13

ソフトウエア 31 39

その他 1 1

無形固定資産合計 46 53
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,993 8,227

関係会社株式 20,664 20,848

出資金 0 0

関係会社出資金 2,575 1,810

従業員に対する長期貸付金 41 35

破産更生債権等 1,392 1,346

長期前払費用 56 168

前払年金費用 756 696

繰延税金資産 873 －

その他 672 668

貸倒引当金 △1,310 △1,371

投資損失引当金 △656 －

投資その他の資産合計 30,062 32,432

固定資産合計 42,319 44,134

資産合計 71,386 73,921

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,061 953

買掛金 12,614 12,820

短期借入金 4,700 2,300

1年内返済予定の長期借入金 1,900 2,600

リース債務 54 119

未払金 185 201

未払費用 758 862

未払法人税等 112 1,489

前受金 62 10

預り金 193 192

前受収益 10 57

賞与引当金 564 970

従業員預り金 522 482

その他 226 175

流動負債合計 22,966 23,235

固定負債   

長期借入金 10,825 9,325

リース債務 223 457

繰延税金負債 － 392

退職給付引当金 2,197 2,185

その他 245 168

固定負債合計 13,490 12,527

負債合計 36,456 35,763
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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   

資本準備金 5,574 5,574

資本剰余金合計 5,574 5,574

利益剰余金   

利益準備金 840 840

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 719 708

別途積立金 20,451 20,451

繰越利益剰余金 830 2,184

利益剰余金合計 22,841 24,184

自己株式 △635 △636

株主資本合計 35,254 36,596

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △324 1,562

繰延ヘッジ損益 － △0

評価・換算差額等合計 △324 1,561

純資産合計 34,929 38,157

負債純資産合計 71,386 73,921
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 66,871 65,599

売上原価 54,359 51,018

売上総利益 12,512 14,581

販売費及び一般管理費 12,439 11,976

営業利益 72 2,604

営業外収益   

受取利息 154 137

受取配当金 713 343

不動産賃貸料 315 290

受取事務手数料 205 194

貸倒引当金戻入額 173 157

受取ロイヤリティー 226 246

その他 79 97

営業外収益合計 1,868 1,468

営業外費用   

支払利息 259 263

為替差損 39 －

その他 64 120

営業外費用合計 362 383

経常利益 1,579 3,688

特別利益   

有形固定資産売却益 28 －

投資有価証券売却益 548 －

特別利益合計 577 －

特別損失   

有形固定資産売却損 － 68

投資有価証券評価損 336 51

関係会社出資金評価損 － 109

投資損失引当金繰入額 656 －

特別損失合計 992 229

税引前当期純利益 1,163 3,459

法人税、住民税及び事業税 404 1,640

法人税等調整額 376 △249

法人税等合計 780 1,390

当期純利益 383 2,069
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,472 7,472

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,472 7,472

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,574 5,574

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,574 5,574

その他資本剰余金   

前期末残高 1 －

当期変動額   

利益剰余金から資本剰余金への振替 0 0

自己株式の処分 △1 △0

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 － －

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 840 840

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 840 840

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 676 719

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △10 △11

固定資産圧縮積立金の積立 53 －

当期変動額合計 43 △11

当期末残高 719 708

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 42 －

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △42 －

当期変動額合計 △42 －

当期末残高 － －
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 19,451 20,451

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 －

当期変動額合計 1,000 －

当期末残高 20,451 20,451

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,198 830

当期変動額   

利益剰余金から資本剰余金への振替 △0 △0

剰余金の配当 △750 △726

当期純利益 383 2,069

固定資産圧縮積立金の取崩 10 11

固定資産圧縮積立金の積立 △53 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 42 －

別途積立金の積立 △1,000 －

当期変動額合計 △1,368 1,354

当期末残高 830 2,184

利益剰余金合計   

前期末残高 23,209 22,841

当期変動額   

利益剰余金から資本剰余金への振替 △0 △0

剰余金の配当 △750 △726

当期純利益 383 2,069

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 △367 1,342

当期末残高 22,841 24,184

自己株式   

前期末残高 △37 △635

当期変動額   

自己株式の処分 4 0

自己株式の取得 △602 △1

当期変動額合計 △598 △1

当期末残高 △635 △636
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 36,220 35,254

当期変動額   

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

剰余金の配当 △750 △726

当期純利益 383 2,069

自己株式の処分 2 0

自己株式の取得 △602 △1

当期変動額合計 △966 1,341

当期末残高 35,254 36,596

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,765 △324

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,090 1,887

当期変動額合計 △2,090 1,887

当期末残高 △324 1,562

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 － △0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,765 △324

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,090 1,886

当期変動額合計 △2,090 1,886

当期末残高 △324 1,561

純資産合計   

前期末残高 37,986 34,929

当期変動額   

剰余金の配当 △750 △726

当期純利益 383 2,069

自己株式の処分 2 0

自己株式の取得 △602 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,090 1,886

当期変動額合計 △3,056 3,228

当期末残高 34,929 38,157
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（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。
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