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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 54,553 △15.8 △1,020 ― △1,441 ― △1,103 ―

22年3月期第2四半期 64,819 △4.5 7,735 △42.8 7,592 △43.8 4,555 △42.6

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

23年3月期第2四半期 △25.58 ―

22年3月期第2四半期 105.36 ―

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

23年3月期第2四半期 149,932 83,336 55.6 1,941.74
22年3月期 153,077 88,700 57.9 2,051.09

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  83,333百万円 22年3月期  88,683百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 22.50 ― 22.50 45.00
23年3月期 ― 22.50

23年3月期 
（予想）

― 22.50 45.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 110,000 △13.4 △5,000 ― △5,200 ― △3,000 ― △69.90



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件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、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「2.その他の情報」をご覧ください。）

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 45,029,493株 22年3月期  45,029,493株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,112,545株 22年3月期  1,792,401株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 43,145,586株 22年3月期2Q 43,237,632株
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当第2四半期連結累計期間における世界経済情勢は、各国の景気刺激策が一巡する中、欧米を中心と

した先進国では依然として消費の先行きに不透明感が残り、景気回復は足踏み状態にありました。さら

に円高の傾向が加速しており、当社にとって引き続き厳しい事業環境となりました。 

このような事業環境下で、当社は利益の回復を 重点項目として、生産工程におけるコスト削減や技

術に競争優位性のあるセグメントの拡大に注力しましたが、急激な需要の変動や、前第3四半期後半よ

り低下した製品単価の改善が未だ途上である上に、特にタッチパネルの生産性改善が当初の予想を下回

ることなどから、業績の回復には至りませんでした。 

こうした事業展開の結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は545億53百万円(前年同期比

15.8%減)、利益面では営業損失は10億20百万円(前年同期は77億35百万円の営業利益)、経常損失は14億

41百万円(前年同期は75億92百万円の経常利益)、四半期純損失は11億3百万円(前年同期は45億55百万円

の四半期純利益)となりました。 

  

セグメント別の業績を示すと、次のとおりです。 

産業資材部門 

産業資材部門は、プラスチック製品の表面を加飾する技術を柱とする部門です。プラスチックの成形

と同時に転写を行う“Nissha IMD”は、グローバル市場でノートパソコン、携帯電話、自動車(内装)、

家電製品などに広く採用されています。 

当第2四半期連結累計期間においては、消費者向けノートパソコンの需要が先進国を中心に低迷した

ことなどによって、売上高は234億78百万円にとどまりました。 

  

電子部門 

電子部門は、精密で機能性を追求したタッチ入力ディバイス“Nissha FineTouch”を中心とする部門

です。グローバル市場で、携帯電話、携帯ゲーム機、デジタルカメラなどに採用が拡大しています。 

当第2四半期連結累計期間においては、新たに量産が本格化した静電容量方式の需要は旺盛であった

ものの、従来型の抵抗膜方式の需要が低調であったことから、売上高は217億15百万円となりました。 

  

情報コミュニケーション部門 

情報コミュニケーション部門は、お客さま企業の広報宣伝・販売などのコミュニケーション活動全般

をトータルにサポートするセールスプロモーションや商業印刷、ならびに美術印刷物をはじめとした出

版印刷のほか、文化財のデジタルアーカイブ製作も手がけています。 

当第2四半期連結累計期間においては、特に主力の商業印刷分野で国内景気低迷に伴う企業の広告費

の削減などの影響を受け、売上高は91億89百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第2四半期連結会計期間末における総資産は1,499億32百万円となり前連結会計年度末(平成22年3月期

末)に比べ31億45百万円減少しました。 

流動資産は705億23百万円となり前連結会計年度末に比べ14億85百万円減少しました。主な要因は、現

金及び預金が40億80百万円減少したことに加え、受取手形及び売掛金が38億97百万円減少した一方、商品

及び製品が49億62百万円、原材料及び貯蔵品が17億78百万円増加したこと等によるものです。 

固定資産は794億8百万円となり前連結会計年度末に比べ16億60百万円減少しました。主な要因は、投資

有価証券が保有株式の時価評価により41億28百万円減少したこと等によるものです。 

当第2四半期連結会計期間末における負債は665億96百万円となり前連結会計年度末に比べ22億18百万円

増加しました。 

流動負債は534億30百万円となり前連結会計年度末に比べ2億13百万円増加しました。主な要因は、社債

の償還により1年内償還予定の社債が70億円減少した一方、短期借入金が99億26百万円増加したこと等に

よるものです。 

固定負債は131億65百万円となり前連結会計年度末に比べ20億4百万円増加しました。主な要因は、設備

投資によりリース債務が増加したこと等に伴い、その他固定負債が19億93百万円増加したこと等によるも

のです。 

当第2四半期連結会計期間末における純資産は833億36百万円となり前連結会計年度末に比べ53億64百万

円減少しました。主な要因は、当第2四半期連結累計期間における四半期純損失を11億3百万円計上したた

め利益剰余金が減少したことに加えて、その他有価証券評価差額金が23億45百万円減少したこと等による

ものです。 

  

キャッシュ・フローの状況の分析 

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年

度末に比べ40億83百万円減少し、213億90百万円となりました。 

  

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す。 

(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7億78百万円となりました。これは主に減価償却費を50億12百万円計

上したことに加えて、売上債権が回収等により36億93百万円減少した一方、たな卸資産が72億40百万円

増加したこと等によるものです。 

(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55億35百万円となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得

として57億86百万円を支出したこと等によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は11億59百万円となりました。これは主に社債の償還により70億円支出

した一方、短期借入金の純増額として100億25百万円計上したこと等によるものです。 

  

通期の業績予想につきましては、 近の業績動向や景況感を踏まえて見直しを行った結果、平成22年

8月4日に公表しました業績予想を修正しております。 

詳細は、平成22年11月1日付で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

ください。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

(特有の会計処理) 

①税金費用の計算 

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又は税引前

当期純損失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又は税引前四

半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、見積実効税率を使用できない場合

には、法定実効税率を使用しております。 

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。 
  

会計処理基準に関する事項の変更 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年

3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3

月31日)を適用しております。 

これにより、税金等調整前四半期純損失は76百万円増加しております。なお、営業損失及び経常損失

に与える影響は軽微です。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は81百万円で

す。 

②たな卸資産の評価の方法の変更 

イ 当社において、従来、製品の評価方法は個別法によっておりましたが、このうち産業資材部門の加

飾フィルム製品については、当第1四半期連結会計期間より移動平均法に変更しております。この変更

は、統合基幹業務システム(ERP)の導入を機に、期中における製造費用の一時的な変動による在庫評価

への影響を排除し、より適正な期間損益を算定することを目的として行ったものです。 

なお、この変更による損益への影響は軽微です。 

ロ 当社及び一部の国内連結子会社において、従来、原材料及び貯蔵品の評価方法は移動平均法によっ

ておりましたが、当第1四半期連結会計期間より総平均法に変更しております。この変更は、統合基幹

業務システム(ERP)の導入を機に、システム内の原価計算方法に適合する評価方法を採用し、より適正

な期間損益を算定することを目的として行ったものです。 

なお、この変更による損益への影響は軽微です。 

  

表示方法の変更 

(四半期連結貸借対照表関係) 

前第2四半期連結会計期間末において、無形固定資産の「その他」に含めて表示しておりました

「ソフトウエア」は、重要性が増したため、当第2四半期連結会計期間末においては区分掲記するこ

とといたしました。 

なお、前第2四半期連結会計期間末の「その他」に含まれる「ソフトウエア」は245百万円です。 

(四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年3月24日 内閣府令第5号)の適用により、当第2四半期連

結累計期間においては、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,399 26,479

受取手形及び売掛金 21,764 25,661

商品及び製品 8,155 3,193

仕掛品 8,455 8,047

原材料及び貯蔵品 4,254 2,476

繰延税金資産 2,735 1,881

その他 3,035 4,591

貸倒引当金 △277 △322

流動資産合計 70,523 72,008

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 23,705 24,614

機械装置及び運搬具（純額） 18,014 19,260

工具、器具及び備品（純額） 1,784 1,772

土地 8,072 8,197

リース資産（純額） 3,831 86

建設仮勘定 1,810 676

有形固定資産合計 57,220 54,609

無形固定資産

のれん 146 175

ソフトウエア 4,208 －

ソフトウエア仮勘定 528 4,745

その他 134 361

無形固定資産合計 5,017 5,282

投資その他の資産

投資有価証券 11,374 15,502

その他 6,624 6,519

貸倒引当金 △828 △844

投資その他の資産合計 17,170 21,177

固定資産合計 79,408 81,068

資産合計 149,932 153,077
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（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末
(平成22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22年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 23,319 23,731

短期借入金 20,577 10,650

1年内償還予定の社債 － 7,000

未払法人税等 358 1,453

賞与引当金 2,103 1,801

役員賞与引当金 28 59

設備関係支払手形 2,306 2,692

資産除去債務 19 －

その他 4,715 5,827

流動負債合計 53,430 53,216

固定負債

退職給付引当金 6,402 6,420

資産除去債務 29 －

その他 6,733 4,739

固定負債合計 13,165 11,160

負債合計 66,596 64,377

純資産の部

株主資本

資本金 5,684 5,684

資本剰余金 7,355 7,355

利益剰余金 70,006 72,082

自己株式 △2,923 △2,314

株主資本合計 80,122 82,808

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,671 7,016

為替換算調整勘定 △1,460 △1,142

評価・換算差額等合計 3,210 5,874

少数株主持分 2 17

純資産合計 83,336 88,700

負債純資産合計 149,932 153,077
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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21年4月1日
至 平成21年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日

 至 平成22年9月30日)

売上高 64,819 54,553

売上原価 50,546 48,066

売上総利益 14,273 6,486

販売費及び一般管理費 6,538 7,507

営業利益又は営業損失（△） 7,735 △1,020

営業外収益

受取利息 52 31

受取配当金 285 255

固定資産賃貸料 － 321

その他 131 155

営業外収益合計 470 763

営業外費用

支払利息 111 77

投資有価証券評価損 21 223

為替差損 462 835

その他 17 48

営業外費用合計 613 1,184

経常利益又は経常損失（△） 7,592 △1,441

特別利益

固定資産売却益 2 11

貸倒引当金戻入額 96 53

役員賞与引当金戻入額 34 －

国庫補助金 59 159

特別利益合計 193 224

特別損失

固定資産除売却損 39 57

固定資産圧縮損 59 159

関係会社清算損 26 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 80

特別損失合計 126 297

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

7,659 △1,514

法人税等 3,106 △401

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,112

少数株主損失（△） △2 △9

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,555 △1,103
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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21年4月1日
至 平成21年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日
至 平成22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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

7,659 △1,514

減価償却費 4,356 5,012

のれん償却額 29 25

賞与引当金の増減額（△は減少） 264 303

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △62 △31

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18 △15

投資有価証券評価損益（△は益） 21 223

貸倒引当金の増減額（△は減少） △74 △55

受取利息及び受取配当金 △338 △286

支払利息 111 77

為替差損益（△は益） △97 158

固定資産除売却損益（△は益） 37 46

売上債権の増減額（△は増加） 533 3,693

たな卸資産の増減額（△は増加） 988 △7,240

仕入債務の増減額（△は減少） 2,681 △63

その他 2,453 1,198

小計 18,546 1,531

利息及び配当金の受取額 343 288

利息の支払額 △112 △86

法人税等の支払額 △4,543 △954

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,233 778

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 1,288 200

定期預金の預入による支出 △762 －

有価証券の償還による収入 400 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,908 △5,786

有形及び無形固定資産の売却による収入 26 61

投資有価証券の取得による支出 △187 △15

子会社株式の取得による支出 － △2

貸付けによる支出 △21 △133

貸付金の回収による収入 18 140

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,147 △5,535
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(単位：百万円)

前第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)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日
至 平成22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） △1,094 10,025

長期借入金の返済による支出 △127 △29

社債の償還による支出 － △7,000

リース債務の返済による支出 △9 △257

自己株式の取得及び売却による収支 △2 △609

配当金の支払額 △970 △970

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,204 1,159

現金及び現金同等物に係る換算差額 332 △486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,213 △4,083

現金及び現金同等物の期首残高 22,761 25,473

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,975 21,390

日本写真印刷㈱(7915)　平成23年3月期第2四半期決算短信

-9-



当第2四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 

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21年4月1日 至 平成21年9月30日) 

当社グループは、一般的な印刷物の製造・販売並びに印刷技術の応用展開による特殊な印刷物及び関

連機材の製造・販売を主な事業としております。全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占

める当該セグメントの割合がいずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省

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 国又は地域の区分方法は、地理的近接度によっております。 

2  日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：東アジア及び東南アジア諸国 

その他：ヨーロッパ諸国及び米国その他 

  

  

 【海外売上高】 

  前第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 国又は地域の区分方法は、地理的近接度によっております。 

2  各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：東アジア及び東南アジア諸国 

欧州：ヨーロッパ諸国 

米州：米国、中南米その他 

3  従来、「北米」として表示しておりました米国その他の地域は、南米での売上高が発生したこと

に伴い、当第1四半期連結累計期間より地域名を「米州」と変更しております。 

4  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対する売上高であります。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【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 アジア その他 合計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高 62,902 11,616 2,356 76,875 (12,055) 64,819

営業利益 
又は営業損失(△)

7,212 788 △67 7,932 (197) 7,735

アジア 欧州 米州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 39,430 1,012 4,450 44,894

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 64,819

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 60.8 1.6 6.9 69.3
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【セグメント情報】 

(追加情報) 

当第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年3月21日)を適用しております。 

  

1.  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについて

国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「産業資

材」「電子」「情報コミュニケーション」及び「その他」の4つを報告セグメントとしております。 

「産業資材」は加飾フィルム・金型・成形加工品の製造・販売をしております。「電子」は入力ディ

バイスの製造・販売をしております。「情報コミュニケーション」は販売促進向けや出版印刷分野の製

品・サービスを企画・製造・販売しております。「その他」は不動産事業、人材派遣事業等です。 

  
  

2.  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第2四半期連結累計期間(自  平成22年4月1日  至  平成22年9月30日) 

(単位：百万円) 

 
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△3,006百万円には各報告セグメントに配分していない全

社費用等が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

2  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

当第2四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント
調整額 
(注)1

四半期連結
損益計算書

計上額 
(注)2産業資材 電子

情報コミ
ュニケー
ション

その他 計

売上高

外部顧客への売上高 23,478 21,715 9,189 170 54,553 ─ 54,553

セグメント間の内部売上
高又は振替高 169 ─ ─ 906 1,075 (1,075) ─

計 23,647 21,715 9,189 1,076 55,629 (1,075) 54,553

セグメント利益又は損失(△) 3,004 △914 △225 121 1,986 (3,006) △1,020

(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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