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（百万円未満切捨） 

１．平成20年３月期第１四半期の業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 

(1) 経営成績                               （％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（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20年３月期第１四半期 3,530       1.0 16    △92.8 58    △79.3 31    △75.7 

19年３月期第１四半期 3,494       9.2 232     559.7 280     245.2 131     461.1 

19年３月期 14,837        － 505        － 611        － 358        － 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円     銭 円     銭

20年３月期第１四半期 1     86 1     86 

19年３月期第１四半期 7     65 7     62 

19年３月期 20     84 20     78 

(参考)持分法投資損益 

20年３月期第１四半期   － 百万円 19年３月期第１四半期   － 百万円 19年３月期   － 百万円 

 

(2) 財政状態 

 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

20年３月期第１四半期 19,342 11,628 60.1 675   98 

19年３月期第１四半期 19,117 11,292 59.1 656   45 

19年３月期 19,715 11,488 58.3 667   82 

(参考)自己資本 

20年３月期第１四半期 11,628百万円 19年３月期第１四半期 11,292百万円 19年３月期 11,488百万円 

 

(3) 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

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

20年３月期第１四半期 263 △1,005 735 970 

19年３月期第１四半期 379 △438 782 1,922 

19年３月期 1,691 △1,348 △564 977 

 

２．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
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

中 間 期 7,244       4.2 142    △51.2 196    △45.1 102    △47.0 5    98 

通  期 15,640       5.4 580      14.8 644       5.5 356     △0.7 20    70 
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３．その他 

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：無 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無：有 

(注)詳細は、16ページ【定性的情報・財務諸表等】４．四半期財務諸表 (6) 四半期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ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

20年３月期第１四半期 17,825,050株 19年３月期第１四半期 17,825,050株 19年３月期 17,825,050株 

② 期末自己株式数 

20年３月期第１四半期   622,026株 19年３月期第１四半期   621,966株 19年３月期   621,986株 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

１．平成19年５月15日に公表しました業績予想は、中間期、通期とも修正しております。 

２．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仮定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、４ページ【定性的情報・

財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善、設備投資の増加等、景気は緩やかな回復基

調で推移いたしました。一方では、米国経済の減速や原油をはじめとする資源の高騰や金利の上昇な

ど先行きに不透明感もあり、個人消費は改善の兆しはあるものの伸び悩みの状況にあると思われます。

また、印刷業界におきましても、競争激化による単価下落に歯止めがかからず、厳しい受注環境が続

きました。 

当社は、このような事業環境のなかで「責任製品で『顧客開発の年』」を会社の年度方針として、

生産効率の向上と品質向上に努めるとともに、更なる深耕営業、新規開拓営業を推進いたしました。 

売上の部門別では、当社の主力分野である一般商業印刷物は、ポスターや折込チラシなどを中心に

前第１四半期を上回り26億30百万円（前第１四半期比3.4％増）、出版印刷物は５億75百万円（同

11.9％減）、包装印刷物は３億23百万円（同9.5％増）となりました。 

利益面におきましては、売上総利益が減少したことにより、営業利益、経常利益、四半期純利益共

に減益となりました。 

以上の結果、売上高は35億30百万円（前第１四半期比1.0％増）、営業利益は16百万円（同92.8％

減）、経常利益は58百万円（同79.3％減）、四半期純利益は31百万円（同75.7％減）の結果となりま

した。 

 

２．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 

（流動資産） 

当第１四半期末における流動資産は、前第１四半期末と比べて12億62百万円減少し、54億16百万

円となりました。これは、現金及び預金が11億51百万円減少したことや、売掛金が２億14百万円減

少したこと等が主な要因であります。 

（固定資産） 

当第１四半期末における固定資産は、前第１四半期末と比べて14億86百万円増加し、139億26百

万円となりました。これは、有形固定資産が11億34百万円増加したこと等が主な要因であります。 

（流動負債） 

当第１四半期末における流動負債は、前第１四半期末と比べて３億74百万円減少し、56億38百万

円となりました。これは、買掛金が１億71百万円増加しましたが、一年内償還社債の６億円がなく

なったこと等が主な要因であります。 

（固定負債） 

当第１四半期末における固定負債は、前第１四半期末と比べて２億63百万円増加し、20億74百万

円となりました。これは、長期借入金が１億50百万円発生したことや、退職給付引当金が１億２百

万円増加したこと等が主な要因であります。 

（純 資 産） 

当第１四半期末における純資産は、前第１四半期末と比べて３億35百万円増加し、116億28百万

円となりました。これは、繰越利益剰余金が１億38百万円増加したことや、その他有価証券評価差

額金が１億97百万円増加したこと等が主な要因であります。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動による資金の

減少が、前第１四半期と比べて５億67百万円増加し、期首残高が前第１四半期と比べて２億20百万

円少なかったこと等により、前第１四半期と比べて９億51百万円減少し、当第１四半期末には９億

70百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期において営業活動による資金の増加は、前第１四半期と比べて１億16百万円減少し、

２億63百万円となりました。これは、法人税等の支払額が１億42百万円前第１四半期と比べて減少

しましたが、原材料の仕入・外注費の支出が２億14百万円前第１四半期と比べて増加したこと等に

よるものであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期において投資活動による資金の減少は、前第１四半期と比べて５億67百万円増加し、

10億５百万円となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が28百万円ありましたが、有

形固定資産の取得による支出が６億24百万円前第１四半期と比べて増加したこと等によるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期において財務活動による資金の増加は、前第１四半期と比べて46百万円減少し、７

億35百万円となりました。これは、短期借入れによる収入が50百万円前第１四半期と比べて減少し

たこと等によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成20年３月期の中間期および通期の業績予想につきましては、前回公表（平成19年５月15日付）

いたしました業績予想を修正しております。詳しくは本日別途公表いたしました「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 



サンメッセ株式会社（7883）平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 － 5 －

４．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 
（単位：千円、％） 

前第１四半期 

平成18年６月30日

当第１四半期 

平成19年６月30日
増 減 

前事業年度 

平成19年３月31日
区   分 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比

（資産の部）    

Ⅰ流動資産    

１．現金及び預金 2,152,002 1,000,732 △1,151,270 △53.5 1,007,898

２．受取手形 1,206,644 1,190,150 △16,493 △1.4 1,203,950

３．売掛金 2,492,649 2,278,029 △214,619 △8.6 2,656,132

４．有価証券 － 99,400 99,400 － －

５．たな卸資産 664,814 606,282 △58,531 △8.8 598,305

６．繰延税金資産 122,000 180,000 58,000 47.5 205,000

７．その他 78,624 76,089 △2,535 △3.2 62,962

８．貸倒引当金 △38,314 △14,581 23,732 △61.9 △15,694

流動資産合計 6,678,421 34.9 5,416,103 28.0 △1,262,317 △18.9 5,718,555 29.0

Ⅱ固定資産    

(1)有形固定資産    

１．建物 2,216,418 2,695,674 479,256 21.6 2,593,824

２．機械及び装置 2,419,300 3,070,182 650,882 26.9 3,236,787

３．土地 3,846,332 3,845,672 △660 △0.0 3,845,672

４．その他 200,941 206,150 5,209 2.6 283,985

有形固定資産合計 8,682,992 45.4 9,817,681 50.8 1,134,688 13.1 9,960,271 50.5

(2)無形固定資産 53,773 0.3 48,408 0.2 △5,364 △10.0 49,998 0.3

(3)投資その他の資産    

１．投資有価証券 3,351,502 3,798,483 446,981 13.3 3,610,491

２．繰延税金資産 142,000 50,000 △92,000 △64.8 166,000

３．その他 301,177 275,123 △26,054 △8.7 273,504

４．貸倒引当金 △92,055 △63,635 28,419 △30.9 △63,576

投資その他の資産合計 3,702,624 19.4 4,059,970 21.0 357,346 9.7 3,986,419 20.2

固定資産合計 12,439,390 65.1 13,926,060 72.0 1,486,669 12.0 13,996,689 71.0

資産合計 19,117,812 100.0 19,342,164 100.0 224,351 1.2 19,715,244 100.0
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（単位：千円、％） 

前第１四半期 

平成18年６月30日

当第１四半期 

平成19年６月30日
増 減 

前事業年度 

平成19年３月31日
区   分 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比

（負債の部）    

Ⅰ流動負債    

１．支払手形 375,443 387,981 12,538 3.3 393,691

２．買掛金 1,289,001 1,460,845 171,844 13.3 1,626,354

３．短期借入金 2,560,000 2,610,000 50,000 2.0 1,810,000

４．一年内償還社債 600,000 － △600,000 △100.0 －

５．一年内返済長期借入金 50,000 － △50,000 △100.0 50,000

６．未払法人税等 60,000 21,000 △39,000 △65.0 150,000

７．賞与引当金 225,000 200,000 △25,000 △11.1 387,000

８．その他 853,948 958,710 104,762 12.3 1,758,565

流動負債合計 6,013,393 31.4 5,638,538 29.2 △374,855 △6.2 6,175,610 31.3

Ⅱ固定負債    

１．長期借入金 － 150,000 150,000 － 100,000

２．退職給付引当金 1,563,795 1,665,993 102,197 6.5 1,680,988

３．役員退職慰労引当金 232,699 243,518 10,819 4.6 254,953

４．その他 14,954 15,256 302 2.0 15,226

固定負債合計 1,811,449 9.5 2,074,767 10.7 263,318 14.5 2,051,168 10.4

負債合計 7,824,842 40.9 7,713,305 39.9 △111,536 △1.4 8,226,778 41.7

    

（純資産の部）    

Ⅰ株主資本    

(1)資本金 1,236,114 6.4 1,236,114 6.4 － － 1,236,114 6.3

(2)資本剰余金    

１．資本準備金 1,049,534 1,049,534 － － 1,049,534

資本剰余金合計 1,049,534 5.5 1,049,534 5.4 － － 1,049,534 5.3

(3)利益剰余金    

１．利益準備金 114,949 114,949 － － 114,949

２．その他利益剰余金    

別途積立金 7,500,000 7,500,000 － － 7,500,000

繰越利益剰余金 793,519 932,003 138,483 17.5 960,216

利益剰余金合計 8,408,469 44.0 8,546,952 44.2 138,483 1.6 8,575,165 43.5

(4)自己株式 △404,989 △2.1 △405,018 △2.1 △29 0.0 △404,999 △2.1

株主資本合計 10,289,129 53.8 10,427,583 53.9 138,454 1.3 10,455,815 53.0

Ⅱ評価・換算差額等    

(1)その他有価証券評価差額金 1,003,840 5.3 1,201,275 6.2 197,434 19.7 1,032,649 5.3

評価・換算差額等合計 1,003,840 5.3 1,201,275 6.2 197,434 19.7 1,032,649 5.3

純資産合計 11,292,969 59.1 11,628,858 60.1 335,888 3.0 11,488,465 58.3

負債・純資産合計 19,117,812 100.0 19,342,164 100.0 224,351 1.2 19,715,244 100.0
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(2) 四半期損益計算書 
（単位：千円、％） 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日

当第１四半期 

自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日

増 減 

前事業年度 

自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日区   分 

金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 増減率 金 額 百分比

Ⅰ売上高 3,494,356 100.0 3,530,655 100.0 36,298 1.0 14,837,537 100.0

Ⅱ売上原価 2,676,426 76.6 2,886,180 81.7 209,753 7.8 11,893,848 80.2

売上総利益 817,929 23.4 644,474 18.3 △173,455 △21.2 2,943,689 19.8

Ⅲ販売費及び一般管理費 585,879 16.8 627,824 17.8 41,944 7.2 2,437,872 16.4

営業利益 232,050 6.6 16,650 0.5 △215,400 △92.8 505,816 3.4

Ⅳ営業外収益 62,937 1.8 59,873 1.7 △3,064 △4.9 166,252 1.1

Ⅴ営業外費用 14,086 0.4 18,441 0.6 4,355 30.9 61,058 0.4

経常利益 280,901 8.0 58,081 1.6 △222,819 △79.3 611,010 4.1

Ⅵ特別利益 5,532 0.2 22,400 0.7 16,868 304.9 63,346 0.4

Ⅶ特別損失 13,575 0.4 2,661 0.1 △10,913 △80.4 29,208 0.2

税引前四半期（当期）純利益 272,857 7.8 77,820 2.2 △195,037 △71.5 645,148 4.3

法人税、住民税及び事業税 55,144 1.6 16,128 0.5 △39,015 △70.8 326,549 2.2

法人税等調整額 86,180 2.4 29,694 0.8 △56,486 △65.5 △39,841 △0.3

四半期（当期）純利益 131,532 3.8 31,997 0.9 △99,535 △75.7 358,440 2.4
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 
 

前第１四半期（自 平成18年４月１日  至 平成18年６月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金

合計 

利益

準備金 別途 

積立金

繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年３月31日

残高（千円） 
1,236,114 1,049,534 1,049,534 114,949 7,500,000 730,799 8,345,748 △404,989 10,226,408

四半期中の変動額 

剰余金の配当 △68,812 △68,812 △68,812

四半期純利益 131,532 131,532 131,532

株主資本以外の

項目の四半期中

の変動額 

（純額） 

四半期中の変動額

合計（千円） 
－ － － － － 62,720 62,720 － 62,720

平成18年６月30日

残高（千円） 
1,236,114 1,049,534 1,049,534 114,949 7,500,000 793,519 8,408,469 △404,989 10,289,129

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計 

純資産合計

平成18年３月31日

残高（千円） 
1,249,456 1,249,456 11,475,865

四半期中の変動額 

剰余金の配当 △68,812

四半期純利益 131,532

株主資本以外の

項目の四半期中

の変動額 

（純額） 

△245,616 △245,616 △245,616

四半期中の変動額

合計（千円） 
△245,616 △245,616 △182,895

平成18年６月30日

残高（千円） 
1,003,840 1,003,840 11,292,969
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当第１四半期（自 平成19年４月１日  至 平成19年６月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金

合計 

利益

準備金 別途 

積立金

繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成19年３月31日

残高（千円） 
1,236,114 1,049,534 1,049,534 114,949 7,500,000 960,216 8,575,165 △404,999 10,455,815

四半期中の変動額 

剰余金の配当 △60,210 △60,210 △60,210

四半期純利益 31,997 31,997 31,997

自己株式の取得 △19 △19

株主資本以外の

項目の四半期中

の変動額 

（純額） 

四半期中の変動額

合計（千円） 
－ － － － － △28,213 △28,213 △19 △28,232

平成19年６月30日

残高（千円） 
1,236,114 1,049,534 1,049,534 114,949 7,500,000 932,003 8,546,952 △405,018 10,427,583

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計 

純資産合計

平成19年３月31日

残高（千円） 
1,032,649 1,032,649 11,488,465

四半期中の変動額 

剰余金の配当 △60,210

四半期純利益 31,997

自己株式の取得 △19

株主資本以外の

項目の四半期中

の変動額 

（純額） 

168,625 168,625 168,625

四半期中の変動額

合計（千円） 
168,625 168,625 140,393

平成19年６月30日

残高（千円） 
1,201,275 1,201,275 11,628,858
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前事業年度（自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金

合計 

利益

準備金 別途 

積立金

繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年３月31日

残高（千円） 
1,236,114 1,049,534 1,049,534 114,949 7,500,000 730,799 8,345,748 △404,989 10,226,408

事業年度中の変動

額 

剰余金の配当 △129,023 △129,023 △129,023

当期純利益 358,440 358,440 358,440

自己株式の取得 △9 △9

株主資本以外の

項目の事業年度

中の変動額 

（純額） 

事業年度中の変動

額合計（千円） 
－ － － － － 229,416 229,416 △9 229,407

平成19年３月31日

残高（千円） 
1,236,114 1,049,534 1,049,534 114,949 7,500,000 960,216 8,575,165 △404,999 10,455,815

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計 

純資産合計

平成18年３月31日

残高（千円） 
1,249,456 1,249,456 11,475,865

事業年度中の変動

額 

剰余金の配当 △129,023

当期純利益 358,440

自己株式の取得 △9

株主資本以外の

項目の事業年度

中の変動額 

（純額） 

△216,806 △216,806 △216,806

事業年度中の変動

額合計（千円） 
△216,806 △216,806 12,600

平成19年３月31日

残高（千円） 
1,032,649 1,032,649 11,488,465
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日
区   分 

金 額 金 額 金 額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

１．営業収入 4,101,187 4,092,468 15,838,018

２．原材料の仕入・外注費の支出 △1,675,495 △1,889,756 △6,949,812

３．人件費の支出 △1,330,430 △1,380,498 △4,902,408

４．その他の営業支出 △421,027 △452,640 △1,664,033

小  計 674,234 369,574 2,321,764

５．不動産賃貸収入等の受取額 37,175 38,277 127,879

６．不動産賃貸支出の支払額 △2,235 △2,567 △9,639

７．立替金等の支出 △127,172 △125,268 △428,498

８．立替金等の回収による収入 126,780 111,717 440,485

９．消費税等の還付額 － 34,858 －

10．消費税等の支払額 △48,704 △24,679 △295,499

11．法人税等の支払額 △280,717 △138,653 △464,704

営業活動によるキャッシュ・フロー 379,360 263,258 1,691,786

  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

１．定期預金の払戻しによる収入 － － 200,000

２．有形固定資産の取得による支出 △410,716 △1,034,933 △1,360,735

３．有形固定資産の売却による収入 23 421 31,621

４．無形固定資産の取得による支出 △10,263 △1,961 △19,826

５．固定資産解体費用の支払額 △38,640 － △42,073

６．投資有価証券の取得による支出 △6,510 △14,621 △232,235

７．投資有価証券の売却による収入 － 28,098 31,965

８．利息及び配当金の受取額 22,552 18,432 36,662

９．その他の投資活動による支出 △314 △1,669 △3,936

10．その他の投資活動による収入 5,589 417 9,890

投資活動によるキャッシュ・フロー △438,279 △1,005,817 △1,348,668

  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

１．短期借入れによる収入 850,000 800,000 2,050,000

２．短期借入金の返済による支出 － － △1,950,000

３．長期借入れによる収入 － － 100,000

４．社債の償還による支出 － － △600,000

５．自己株式の取得による支出 － △19 △9

６．利息の支払額 △9,951 △13,717 △35,888

７．配当金の支払額 △57,977 △50,871 △128,173

財務活動によるキャッシュ・フロー 782,070 735,392 △564,071

  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額（△：減少） 723,151 △7,166 △220,952

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 1,198,850 977,898 1,198,850

Ⅶ現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 1,922,002 970,732 977,898
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(5) 四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項 目 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半期末日の市場価

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

(1) 有価証券 

同左 

(1) 有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期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) たな卸資産 

製品及び仕掛品 

個別法による原価法 

原材料 

総平均法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価

法 

(2) たな卸資産 

同左 

(2) たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

法人税法に規定する方法と

同一の基準による定率法によ

っております。 

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設

備を除く）については、定額

法を採用しております。 

なお、当第１四半期末現在

の年間減価償却費見積額を期

間により按分して計上してお

ります。 

(1) 有形固定資産 

法人税法に規定する方法と

同一の基準によっておりま

す。 

建物（附属設備を除く） 

(ｲ)平成10年３月31日以前に

取得したもの 

旧定率法 

(ﾛ)平成10年４月１日から平

成19年３月31日までに取

得したもの 

旧定額法 

(ﾊ)平成19年４月１日以後に

取得したもの 

定額法 

建物以外 

(ｲ)平成19年３月31日以前に

取得したもの 

旧定率法 

(ﾛ)平成19年４月１日以後に

取得したもの 

定率法 

なお、当第１四半期末現在

の年間減価償却費見積額を期

間により按分して計上してお

ります。 

(1) 有形固定資産 

法人税法に規定する方法と

同一の基準による定率法によ

っております。 

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設

備を除く）については、定額

法を採用しております。 
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項 目 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

 (2) 無形固定資産 

法人税法に規定する方法と

同一の基準による定額法によ

っております。 

なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づいております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

法人税法に規定する方法と

同一の基準による均等償却に

よっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、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検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備え

るため、冬期賞与支給見込額

の第１四半期対応分を計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額を計上し

ております。 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、期首において算定した

当事業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、当第１四半期末に

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。

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分

した額をそれぞれ翌事業年度

から費用処理しております。

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、期首において算定した

当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分

した額をそれぞれ翌事業年度

から費用処理しております。

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金内

規に基づく第１四半期末要支

給額を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4)役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金内

規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

４．リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・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。 

同左 同左 
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項 目 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

５．四半期キャッシ

ュ・フロー計算書

（キャッシュ・フロ

ー計算書）における

資金の範囲 

四半期キャッシュ・フロー計

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か月以内

に償還期限の到来する短期投資

からなります。 

同左 キャッシュ・フロー計算書に

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か月以内に償還

期限の到来する短期投資からな

ります。 

６．その他四半期財務

諸表（財務諸表）作

成のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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(6) 四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

当第１四半期より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成 17 年 12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成 17 年 12 月９日）を適用しており

ます。 

従来の資本の部の合計に相当する金

額は、純資産の部と同額であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当第１四半期における貸借対照

表の純資産の部については、改正後の

中間財務諸表等規則に準じて作成して

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

当事業年度より「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成 17 年 12 月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号 平成

17 年 12 月９日）を適用しておりま

す。 

従来の資本の部の合計に相当する金

額は、純資産の部と同額であります。

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表の

純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。 

（各営業部における企画・デザイン業

務に関わる人件費等の計上区分の変

更） 

従来、各営業部における企画・デザ

イン業務に関わる人件費等について

は、販売費及び一般管理費として処理

しておりましたが、当第１四半期より

売上原価として処理する方法に変更い

たしました。 

この変更は、各営業部の企画・デザ

イン業務は、従来は販売促進の要素が

強かったのが、提案型営業が推進され

たことにより、受注に結びつくことが

多くなり、販売費及び一般管理費と製

造費用のどちらの性格も有する業務で

すが、製造費用の要素が強まってきた

こと、かつ、当期首より作業日報によ

る個別案件ごとの作業時間を正確に把

握する体制が整備されたことに伴い、

原価管理体制の強化を図るとともに、

より適正な経営成績を表示するために

行ったものであります。 

この結果、従来の方法によった場合

に比べ、売上原価は 37,539 千円増加、

売上総利益は同額減少、販売費及び一

般管理費は 57,328 千円減少し、営業利

益、経常利益及び税引前四半期純利益

は 19,788 千円増加しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各営業部における企画・デザイン業

務に関わる人件費等の計上区分の変

更） 

従来、各営業部における企画・デザ

イン業務に関わる人件費等について

は、販売費及び一般管理費として処理

しておりましたが、当事業年度より売

上原価として処理する方法に変更いた

しました。 

この変更は、各営業部の企画・デザ

イン業務は、従来は販売促進の要素が

強かったのが、提案型営業が推進され

たことにより、受注に結びつくことが

多くなり、販売費及び一般管理費と製

造費用のどちらの性格も有する業務で

すが、製造費用の要素が強まってきた

こと、かつ、当期首より作業日報によ

る個別案件ごとの作業時間を正確に把

握する体制が整備されたことに伴い、

原価管理体制の強化を図るとともに、

より適正な経営成績を表示するために

行ったものであります。 

この結果、従来の方法によった場合

に比べ、売上原価は 208,814 千円増

加、売上総利益は同額減少、販売費及

び一般管理費は 232,770 千円減少し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は 23,955 千円増加しております。

 



サンメッセ株式会社（7883）平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 － 16 －

 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有形固定資産の減価償却方法の変

更） 

法人税法の改正（（所得税法等の一

部を改正する法律 平成 19 年３月 30

日 法律第６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成 19 年３

月 30 日 政令第 83 号））に伴い、平

成 19 年４月１日以後に取得したものに

ついては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。 

なお、この変更による損益に与える

影響は軽微であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 追加情報 
 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

（役員賞与引当金） 

前事業年度は、役員の賞与の支払に

備えるため、支給見込額を役員賞与引

当金として計上しておりましたが、当

第１四半期より年俸制へ移行したた

め、役員賞与引当金の計上を取り止め

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。 

 

 

 

 

 

 

 

（役員賞与引当金） 

前事業年度は、役員の賞与の支払に

備えるため、支給見込額を役員賞与引

当金として計上しておりましたが、当

事業年度より年俸制へ移行したため、

役員賞与引当金の計上を取り止めてお

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有形固定資産の償却可能限度額の廃

止に伴う既存資産の残存簿価の会計

処理） 

「四半期財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更」（有形固定

資産の減価償却方法の変更）に記載し

た通り、平成 19 年４月１日以後に取得

したものについて、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しておりますが、

平成 19 年３月 31 日以前に取得したも

ののうち償却可能限度額まで償却が進

んだものの残存簿価については、５年

間で均等償却を行う方法を採用してお

ります。 

この結果、従来の方法によった場合

に比べ、売上原価は 7,885 千円増加、

売上総利益は同額減少、販売費及び一

般管理費は 683 千円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前四半期純利益

は 8,569 千円減少しております。 
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(8) 四半期財務諸表に関する注記 
 

（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期 

平成18年６月30日 

当第１四半期 

平成19年６月30日 

前事業年度 

平成19年３月31日 

1.有形固定資産減価償却累計額 

10,884,263千円  

1.有形固定資産減価償却累計額 

11,339,236千円 

1.有形固定資産減価償却累計額 

11,177,275千円 

2.担保に供している資産 

建物 562,366千円 

土地 2,137,391千円 

計 2,699,758千円  

2.担保に供している資産 

建物 529,187千円

土地 2,137,391千円

計 2,666,579千円

2.担保に供している資産 

建物 537,465千円

土地 2,137,391千円

計 2,674,856千円

上記に対する債務 

短期借入金 1,380,000千円 

一年内返済長期

借入金 
50,000千円 

計 1,430,000千円  

上記に対する債務 

短期借入金 1,580,000千円

長期借入金 50,000千円

計 1,630,000千円

上記に対する債務 

短期借入金 1,080,000千円

一年内返済長期

借入金 
50,000千円

計 1,130,000千円

3.消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が乏

しいため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

3.消費税等の取扱い 

同  左 

3. 

  

4. 

  

4.四半期末日満期手形 

当四半期末日の満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって

決済処理しております。 

なお、当四半期末日は金融機関の

休日であったため、次の満期手形が

当四半期末日の残高に含まれており

ます。 

受取手形 68,598千円 

4.事業年度末日満期手形 

当事業年度末日の満期手形の会計

処理については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。 

なお、当事業年度末日は金融機関

の休日であったため、次の満期手形

が当事業年度末日の残高に含まれて

おります。 

受取手形 60,087千円 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

1. 

  

1. 

  

1.営業外収益の主要項目 

受取利息 625千円

2.営業外費用の主要項目 

支払利息 4,992千円  

2.営業外費用の主要項目 

支払利息 7,362千円

2.営業外費用の主要項目 

支払利息 26,666千円

3. 

  

3.特別利益の主要項目 

投資有価証券売却

益 
20,779千円

3. 

  

4.減価償却実施額 

有形固定資産 162,294千円 

無形固定資産 4,478千円  

4.減価償却実施額 

有形固定資産 215,933千円

無形固定資産 4,787千円 

4.減価償却実施額 

有形固定資産 752,239千円

無形固定資産 17,628千円 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

 

前第１四半期（自 平成18年４月１日  至 平成18年６月30日） 

 

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（千株） 

当第１四半期 

増加株式数（千株）

当第１四半期 

減少株式数（千株） 

当第１四半期末株式数

（千株） 

発行済株式     

普通株式 17,825 － － 17,825 

合  計 17,825 － － 17,825 

自己株式     

普通株式 621 － － 621 

合  計 621 － － 621 

 

2.配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 68,812 4 平成18年３月31日 平成18年６月27日

（注）１株当たり配当額４円は、創業70周年記念配当金１円を含んでおります。 

 

当第１四半期（自 平成19年４月１日  至 平成19年６月30日） 

 

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（千株） 

当第１四半期 

増加株式数（千株）

当第１四半期 

減少株式数（千株） 

当第１四半期末株式数

（千株） 

発行済株式     

普通株式 17,825 － － 17,825 

合  計 17,825 － － 17,825 

自己株式     

普通株式 621 0 － 622 

合  計 621 0 － 622 

（注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

2.配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年５月25日 

取締役会 
普通株式 60,210 3.5 平成19年３月31日 平成19年６月13日
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前事業年度（自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日） 

 

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（千株） 

当事業年度増加株式数

（千株） 

当事業年度減少株式数 

（千株） 

当事業年度末株式数

（千株） 

発行済株式     

普通株式 17,825 － － 17,825 

合  計 17,825 － － 17,825 

自己株式     

普通株式 621 0 － 621 

合  計 621 0 － 621 

（注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

2.配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 68,812 （注）  4.0 平成18年３月31日 平成18年６月27日

平成18年11月14日 

取締役会 
普通株式 60,210 3.5 平成18年９月30日 平成18年12月８日

（注）１株当たり配当額４円は、創業70周年記念配当金１円を含んでおります。 

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月25日 

取締役会 
普通株式 60,210 利益剰余金 3.5 平成19年３月31日 平成19年６月13日

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

現金及び現金同等物の第１四半期末

残高と第１四半期貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成18年６月30日現在） 

現金及び預金勘定 2,152,002千円

預入期間が３か月を

超える定期預金 
△230,000千円

現金及び現金同等物 1,922,002千円 

現金及び現金同等物の第１四半期末

残高と第１四半期貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成19年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,000,732千円

預入期間が３か月を

超える定期預金 
△30,000千円

現金及び現金同等物 970,732千円 

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,007,898千円

預入期間が３か月を

超える定期預金 
△30,000千円

現金及び現金同等物 977,898千円 
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（リース取引関係） 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

（注）リース資産に配分された減損損

失はないため、項目等の記載は省

略しております。 

（注）     同左 （注）     同左 

1.リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び第１四半期末

残高相当額 

1.リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び第１四半期末

残高相当額 

1.リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当

額 

 

 

 

 

取得価額

相 当 額 

減価償却

累 計 額

相 当 額

第１四半

期末残高 

相 当 額 

機械及び 

装  置 

千円 

222,452 

 

千円 

119,883 

 

千円 

102,568 

 

有形固定 

資 産 の 

「その他」 

 

9,961 

 

 

3,837 

 

 

6,123 

 

無  形 

固定資産 

 

11,685 

 

 

2,272 

 

 

9,413 

 

 

合  計 

 

 

244,099 

 

 

125,993 

 

 

118,105 

  

 

 

 

 

取得価額

相 当 額

減価償却

累 計 額

相 当 額

第１四半

期末残高

相 当 額

機械及び

装  置

千円

237,427

千円

103,411

千円

134,016

有形固定

資 産 の

「その他」

8,011 3,479 4,531

無  形

固定資産
17,307 5,250 12,057

 

合  計

 

262,746 112,141 150,605

 

 

 

 

 

取得価額

相 当 額 

減価償却

累 計 額

相 当 額

期末残高

相 当 額

機械及び 

装  置 

千円 

285,855 

 

千円

146,779

千円

139,076

有形固定 

資 産 の 

「その他」 

 

9,961 

 

5,685 4,276

無  形 

固定資産 

 

17,307 

 

4,482 12,825

 

合  計 

 

 

313,124 

 

156,946 156,177

 

（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料第１四半期末残高が有形固定

資産の第１四半期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

（注）     同左 （注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

2.未経過リース料第１四半期末残高相

当額 

１ 年 内 35,312千円 

１ 年 超 82,793千円 

合   計 118,105千円  

2.未経過リース料第１四半期末残高相

当額 

１ 年 内 40,222千円

１ 年 超 110,382千円

合   計 150,605千円 

2.未経過リース料期末残高相当額 

 

１ 年 内 41,926千円

１ 年 超 114,251千円

合   計 156,177千円 
（注）未経過リース料第１四半期末残

高相当額は、未経過リース料第１

四半期末残高が有形固定資産の第

１四半期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

（注）     同左 （注）未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

3.支払リース料及び減価償却費相当額 

 

支払リース料 10,371千円 

減価償却費相当額 10,371千円  

3.支払リース料及び減価償却費相当額

 

支払リース料 11,034千円

減価償却費相当額 11,034千円 

3.支払リース料及び減価償却費相当額

 

支払リース料 41,324千円

減価償却費相当額 41,324千円 

4.減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

4.減価償却費相当額の算定方法 

同左 

4.減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

 

前第１四半期末（平成18年６月30日現在） 

1.その他有価証券で時価のあるもの 

種  類 取得原価（千円） 
四半期貸借対照表計上額 

（千円） 
差  額（千円） 

(1)株  式 1,406,748 3,051,925 1,645,177 

(2)債  券    

国  債 99,908 98,970 △938 

合  計 1,506,656 3,150,895 1,644,238 

（注）当第１四半期において、その他有価証券で時価のある株式について6,762千円減損処理を行っております。 

なお、当該株式の減損に当たっては、時価が取得原価の30％以上下落した場合には、原則として減損処理し

ております。 

 

2.時価評価されていない主な有価証券の内容及び四半期貸借対照表計上額 

種    類 四半期貸借対照表計上額（千円） 

(1)子会社株式 50,000 

(2)その他有価証券  

非上場株式 150,606 

 

当第１四半期末（平成19年６月30日現在） 

1.その他有価証券で時価のあるもの 

種  類 取得原価（千円） 
四半期貸借対照表計上額 

（千円） 
差  額（千円） 

(1)株  式 1,427,407 3,401,246 1,973,839 

(2)債  券    

国  債 299,867 298,030 △1,837 

合  計 1,727,275 3,699,276 1,972,001 

（注）当第１四半期において、その他有価証券で時価のある株式について82千円減損処理を行っております。 

なお、当該株式の減損に当たっては、時価が取得原価の30％以上下落した場合には、原則として減損処理し

ております。 

 

2.時価評価されていない主な有価証券の内容及び四半期貸借対照表計上額 

種    類 四半期貸借対照表計上額（千円） 

(1)子会社株式 50,000 

(2)その他有価証券  

非上場株式 148,606 

 

前事業年度末（平成19年３月31日現在） 

1.その他有価証券で時価のあるもの 

種  類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差  額（千円） 

(1)株  式 1,419,994 3,113,235 1,693,240 

(2)債  券    

国  債 299,820 298,650 △1,170 

合  計 1,719,814 3,411,885 1,692,070 

（注）当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について8,909千円減損処理を行っております。 

なお、当該株式の減損に当たっては、時価が取得原価の30％以上下落した場合には、原則として減損処理し

ております。 

 

2.時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

種    類 貸借対照表計上額（千円） 

(1)子会社株式 50,000 

(2)その他有価証券  

非上場株式 148,606 
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（デリバティブ取引関係） 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

当社は、デリバティブ取引を全く利

用しておりませんので、該当事項はあ

りません。 

同左 同左 

 

 

（持分法投資損益等関係） 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

該当事項はありません。 同左 同左 
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５．その他 

(1) 生産、受注及び販売の状況 
以下の各項目の記載金額には消費税等は含まれておりません。 

 

1.生産実績 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 区  分 

金額（千円） 
前年同期比

（％） 
金額（千円）

前年同期比

（％） 
金額（千円） 

前年同期比

（％） 

一般商業印刷物 

出 版 印 刷 物 

包 装 印 刷 物 

2,561,907 

650,240 

294,913 

105.3

129.1

102.8

2,617,502

571,121

325,805

102.2 

87.8 

110.5 

11,126,755 

2,463,565 

1,250,971 

106.2

97.6

103.5

計 3,507,061 108.8 3,514,428 100.2 14,841,292 104.4

（注）金額は販売価格で表示しております。 

 

2.受注実績 

(A) 受注高 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 区  分 

金額（千円） 
前年同期比

（％） 
金額（千円）

前年同期比

（％） 
金額（千円） 

前年同期比

（％） 

一般商業印刷物 

出 版 印 刷 物 

包 装 印 刷 物 

2,834,346 

671,742 

305,325 

116.1

104.3

110.6

2,777,338

527,546

314,114

98.0 

78.5 

102.9 

11,374,788 

2,471,666 

1,227,301 

108.8

95.9

101.4

計 3,811,414 113.4 3,618,999 95.0 15,073,757 105.8

（注）金額は販売価格で表示しております。 

 

(B) 受注残高 

前第１四半期 

平成18年６月30日 

当第１四半期 

平成19年６月30日 

前事業年度 

平成19年３月31日 
区  分 

金額（千円） 
前年同期比

（％） 
金額（千円）

前年同期比

（％） 
金額（千円） 

前年同期比

（％） 

一般商業印刷物 

出 版 印 刷 物 

包 装 印 刷 物 

1,003,866 

346,531 

134,239 

128.5

84.4

121.5

1,125,884

275,092

91,167

112.2 

79.4 

67.9 

979,431 

323,399 

100,968 

137.2

98.4

80.9

計 1,484,636 114.0 1,492,143 100.5 1,403,799 120.2

（注）金額は販売価格で表示しております。 

 

3.販売実績 

前第１四半期 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日 

当第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 区  分 

金額（千円） 
前年同期比

（％） 
金額（千円）

前年同期比

（％） 
金額（千円） 

前年同期比

（％） 

一般商業印刷物 

出 版 印 刷 物 

包 装 印 刷 物 

2,544,434 

653,987 

295,935 

105.5

131.4

102.2

2,630,885

575,853

323,915

103.4 

88.1 

109.5 

11,109,311 

2,477,044 

1,251,182 

105.9

98.6

103.4

計 3,494,356 109.2 3,530,655 101.0 14,837,537 104.4

 


