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（百万円未満切捨） 

１．平成20年３月期第３四半期の業績（平成19年４月１日～平成19年12月31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３四半期 10,725     △1.7 △18        － 71    △86.3 109    △60.2 
19年３月期第３四半期 10,915       5.9 432      31.5 523      24.1 274      31.9 
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３四半期 6     34 6     33 
19年３月期第３四半期 15     95 15     90 
19年３月期 20     84 20     78 
(参考)持分法投資損益 

20年３月期第３四半期   － 百万円 19年３月期第３四半期   － 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３四半期 18,784 11,382 60.6 661   65 
19年３月期第３四半期 20,334 11,357 55.9 660   22 
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３四半期 11,382百万円 19年３月期第３四半期 11,357百万円 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３四半期 547 △1,016 430 939 
19年３月期第３四半期 1,175 △1,129 550 1,795 
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、対前期増減率） 
 

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 
通  期 15,000       1.1 100    △80.2 200    △67.2 234    △34.5 13    65 
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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、15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３四半期 17,825,050株 19年３月期第３四半期 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３四半期   622,132株 19年３月期第３四半期   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） 

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３四半期におけるわが国経済は、企業業績の回復を背景に輸出や設備投資の増加が見られるな
ど、総じて底堅く推移いたしましたが、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発し
た金融市場の不安定化、株安、円高基調の影響など、今後の景気への不透明要因がより一層鮮明とな
り、先行きは予断を許さない状況にあります。 

印刷業界におきましては、受注競争の激化に伴う受注単価の下落に加え、原材料価格の上昇等によ
り依然として厳しい経営環境が続いております。 
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、

７月には京都市に京都営業所を開設するなど、深耕営業、新規開拓営業を推進いたしました。また、
８月には中工場のプリプレス部門と工程管理部門を本社工場に統合し、更なる原価低減と生産効率の
向上に努めております。 

しかしながら、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、カタログ・ＤＭや折
込チラシなどが前第３四半期を下回り、81億30百万円（前第３四半期比0.6％減）と伸び悩みました。
また、出版印刷物は16億17百万円（同9.9％減）、包装印刷物は９億78百万円（同4.1％増）となりま
した。 

利益面におきましては、売上高の減少と、原材料価格の高騰や減価償却費の増大による影響等で売
上総利益率が大きく下がったため、営業損失となり、経常利益、四半期純利益も減益となりました。 

以上の結果、売上高は107億25百万円と前第３四半期に比べ１億89百万円の減収となりました。営
業損失は18百万円と前第３四半期に比べ４億50百万円の減益、経常利益は71百万円と前第３四半期に
比べ４億51百万円減益、四半期純利益は１億９百万円と前第３四半期に比べ１億65百万円の減益とな
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３四半期末における流動資産は、前第３四半期末と比べて９億82百万円減少し、55億７百万
円となりました。これは、現金及び預金が９億56百万円減少したことや、売掛金が１億37百万円減
少したこと等が主な要因であります。 

（固定資産） 
当第３四半期末における固定資産は、前第３四半期末と比べて５億68百万円減少し、132億76百

万円となりました。これは、有形固定資産が５億32百万円減少したこと等が主な要因であります。 
（流動負債） 

当第３四半期末における流動負債は、前第３四半期末と比べて16億２百万円減少し、53億54百万
円となりました。これは、短期借入金が５億30百万円減少したことや、設備未払金が10億51百万円
減少したこと等が主な要因であります。 

（固定負債） 
当第３四半期末における固定負債は、前第３四半期末と比べて27百万円増加し、20億47百万円と

なりました。これは、長期借入金が50百万円減少しましたが、退職給付引当金が79百万円増加した
こと等が主な要因であります。 

（純 資 産） 
当第３四半期末における純資産は、前第３四半期末と比べて24百万円増加し、113億82百万円と

なりました。これは、その他有価証券評価差額金が56百万円減少しましたが、繰越利益剰余金が81
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３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の
増加が、前第３四半期と比べて６億27百万円減少し、資金の期首残高が前第３四半期と比べて２億
20百万円少なかったこと等により、前第３四半期末と比べて８億56百万円減少し、当第３四半期末
には９億39百万円となりました。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期において営業活動による資金の増加は、前第３四半期と比べて６億27百万円減少し、

５億47百万円となりました。これは、法人税等の支払額が２億45百万円前第３四半期と比べて減少
しましたが、営業収入が３億76百万円第３四半期と比べて減少し、原材料の仕入・外注費の支出が
４億35百万円前第３四半期と比べて増加したこと等によるものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期において投資活動による資金の減少は、前第３四半期と比べて１億12百万円減少し、

10億16百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が１億62百万円前第３四半期
と比べて増加しましたが、投資有価証券の売却・償還による収入が２億69百万円当第３四半期にあ
っ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３四半期において財務活動による資金の増加は、前第３四半期と比べて１億20百万円減少し、

４億30百万円となりました。これは、社債の償還による支出が６億円前第３四半期にありましたが、
短期借入れによる収入が７億50百万円前第３四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月期の通期の業績予想につきましては、前回公表（平成19年11月14日付）いたしました
業績予想に変更はありません。 
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４．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前第３四半期 
平成18年12月31日 

当第３四半期 
平成19年12月31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 1,925,956  969,696  △956,260 △49.7 1,007,898  

２．受取手形 1,238,108  1,271,060  32,952 2.7 1,203,950  

３．売掛金 2,475,160  2,338,061  △137,098 △5.5 2,656,132  

４．有価証券 －  99,850  99,850 － －  

５．たな卸資産 651,297  610,758  △40,539 △6.2 598,305  

６．未収法人税等 －  38,000  38,000 － －  

７．繰延税金資産 110,000  96,000  △14,000 △12.7 205,000  

８．その他 128,878  98,090  △30,788 △23.9 62,962  

９．貸倒引当金 △ 39,373  △13,796  25,577 △65.0 △15,694  

流動資産合計 6,490,027 31.9 5,507,720 29.3 △982,306 △15.1 5,718,555 29.0 

Ⅱ固定資産         

(1)有形固定資産         

１．建物 2,624,188  2,626,866  2,678 0.1 2,593,824  

２．機械及び装置 3,251,771  2,744,966  △506,805 △15.6 3,236,787  

３．土地 3,845,672  3,845,672  － － 3,845,672  

４．その他 237,504  209,249  △28,254 △11.9 283,985  

有形固定資産合計 9,959,137 49.0 9,426,755 50.2 △532,381 △5.3 9,960,271 50.5 

(2)無形固定資産 48,710 0.2 59,572 0.3 10,862 22.3 49,998 0.3 

(3)投資その他の資産         

１．投資有価証券 3,433,553  3,312,190  △121,362 △3.5 3,610,491  

２．繰延税金資産 188,000  254,000  66,000 35.1 166,000  

３．その他 280,703  288,319  7,616 2.7 273,504  

４．貸倒引当金 △ 65,151  △64,099  1,052 △1.6 △63,576  

投資その他の資産合計 3,837,104 18.9 3,790,410 20.2 △46,694 △1.2 3,986,419 20.2 

固定資産合計 13,844,952 68.1 13,276,738 70.7 △568,214 △4.1 13,996,689 71.0 

資産合計 20,334,979 100.0 18,784,458 100.0 △1,550,521 △7.6 19,715,244 100.0 
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（単位：千円、％） 

前第３四半期 
平成18年12月31日 

当第３四半期 
平成19年12月31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 408,792  350,422  △58,370 △14.3 393,691  

２．買掛金 1,576,430  1,587,136  10,706 0.7 1,626,354  

３．短期借入金 2,910,000  2,380,000  △530,000 △18.2 1,810,000  

４．一年内返済長期借入金 50,000  100,000  50,000 100.0 50,000  

５．未払法人税等 8,000  －  △8,000 △100.0 150,000  

６．賞与引当金 201,500  178,000  △23,500 △11.7 387,000  

７．設備未払金 1,085,189  －  △1,085,189 △100.0 －  

８．その他 716,761  758,680  41,918 5.8 1,758,565  

流動負債合計 6,956,673 34.2 5,354,238 28.5 △1,602,435 △23.0 6,175,610 31.3 

Ⅱ固定負債         

１．長期借入金 100,000  50,000  △50,000 △50.0 100,000  

２．退職給付引当金 1,653,583  1,733,005  79,421 4.8 1,680,988  

３．役員退職慰労引当金 251,741  251,191  △550 △0.2 254,953  

４．その他 15,216  13,641  △1,575 △10.4 15,226  

固定負債合計 2,020,541 9.9 2,047,837 10.9 27,296 1.4 2,051,168 10.4 

負債合計 8,977,215 44.1 7,402,076 39.4 △1,575,138 △17.5 8,226,778 41.7 

         

（純資産の部）         

Ⅰ株主資本         

(1)資本金 1,236,114 6.1 1,236,114 6.6 － － 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 5.2 1,049,534 5.6 － － 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 876,115  957,484  81,368 9.3 960,216  

利益剰余金合計 8,491,064 41.7 8,572,433 45.6 81,368 1.0 8,575,165 43.5 

(4)自己株式 △404,989 △2.0 △405,065 △2.2 △76 0.0 △404,999 △2.1 

株主資本合計 10,371,725 51.0 10,453,017 55.6 81,292 0.8 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 986,039 4.9 929,364 5.0 △56,674 △5.7 1,032,649 5.3 

評価・換算差額等合計 986,039 4.9 929,364 5.0 △56,674 △5.7 1,032,649 5.3 

純資産合計 11,357,764 55.9 11,382,382 60.6 24,617 0.2 11,488,465 58.3 

負債・純資産合計 20,334,979 100.0 18,784,458 100.0 △1,550,521 △7.6 19,715,244 100.0 
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(2) 四半期損益計算書 
（単位：千円、％） 

前第３四半期 
自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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 10,915,804 100.0 10,725,959 100.0 △189,844 △1.7 14,837,537 100.0 

Ⅱ売上原価 8,673,756 79.5 8,865,532 82.7 191,776 2.2 11,893,848 80.2 

売上総利益 2,242,048 20.5 1,860,427 17.3 △381,621 △17.0 2,943,689 19.8 

Ⅲ販売費及び一般管理費 1,809,818 16.5 1,879,181 17.5 69,363 3.8 2,437,872 16.4 

営業利益 432,230 4.0 － － △432,230 － 505,816 3.4 

営業損失 － － 18,754 0.2 18,754 － － － 

Ⅳ営業外収益 135,201 1.2 147,817 1.4 12,615 9.3 166,252 1.1 

Ⅴ営業外費用 43,976 0.4 57,275 0.5 13,298 30.2 61,058 0.4 

経常利益 523,455 4.8 71,787 0.7 △451,668 △86.3 611,010 4.1 

Ⅵ特別利益 25,727 0.2 238,734 2.2 213,007 827.9 63,346 0.4 

Ⅶ特別損失 22,639 0.2 73,621 0.7 50,982 225.2 29,208 0.2 

税引前四半期（当期）純利益 526,543 4.8 236,901 2.2 △289,642 △55.0 645,148 4.3 

法人税、住民税及び事業税 188,269 1.7 39,193 0.4 △149,075 △79.2 326,549 2.2 

法人税等調整額 63,935 0.6 88,620 0.8 24,684 38.6 △39,841 △0.3 

四半期（当期）純利益 274,339 2.5 109,087 1.0 △165,251 △60.2 358,440 2.4 
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 
 

前第３四半期（自 平成18年４月１日  至 平成18年12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

四半期中の変動額 

剰余金の配当 △129,023 △129,023 △129,023

四半期純利益 274,339 274,339 274,339

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） 

－ － － － － 145,316 145,316 － 145,316

平成18年12月31日
残高（千円） 

1,236,114 1,049,534 1,049,534 114,949 7,500,000 876,115 8,491,064 △404,989 10,371,725

 

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 △129,023

四半期純利益 274,339

株主資本以外の
項目の四半期中
の変動額 
（純額） 

△263,417 △263,417 △263,417

四半期中の変動額
合計（千円） 

△263,417 △263,417 △118,100

平成18年12月31日
残高（千円） 

986,039 986,039 11,357,764
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当第３四半期（自 平成19年４月１日  至 平成19年12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 △111,819 △111,819 △111,819

四半期純利益 109,087 109,087 109,087

自己株式の取得 △66 △66

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） 

－ － － － － △2,732 △2,732 △66 △2,798

平成19年12月31日
残高（千円） 

1,236,114 1,049,534 1,049,534 114,949 7,500,000 957,484 8,572,433 △405,065 10,453,017

 

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 △111,819

四半期純利益 109,087

自己株式の取得 △66

株主資本以外の
項目の四半期中
の変動額 
（純額） 

△103,285 △103,285 △103,285

四半期中の変動額
合計（千円） 

△103,285 △103,285 △106,083

平成19年12月31日
残高（千円） 

929,364 929,364 11,382,382
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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３四半期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 11,874,331 11,498,316 15,838,018 
２．原材料の仕入・外注費の支出 △5,038,526 △5,474,153 △6,949,812 
３．人件費の支出 △3,818,740 △3,874,403 △4,902,408 
４．その他の営業支出 △1,246,915 △1,345,674 △1,664,033 

小  計 1,770,149 804,085 2,321,764 
５．不動産賃貸収入等の受取額 94,270 108,258 127,879 
６．不動産賃貸支出の支払額 △7,033 △7,701 △9,639 
７．立替金等の支出 △337,377 △346,471 △428,498 
８．立替金等の回収による収入 341,817 336,548 440,485 
９．消費税等の還付額 － 34,858 － 
10．消費税等の支払額 △221,461 △162,705 △295,499 
11．法人税等の支払額 △464,704 △219,115 △464,704 
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,175,660 547,756 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 100,000 － 200,000 
２．有形固定資産の取得による支出 △1,099,084 △1,261,807 △1,360,735 
３．有形固定資産の売却による収入 7,363 8,447 31,621 
４．無形固定資産の取得による支出 △14,188 △9,519 △19,826 
５．固定資産解体費用の支払額 △42,073 － △42,073 
６．投資有価証券の取得による支出 △122,231 △65,734 △232,235 
７．投資有価証券の売却・償還による収入 － 269,554 31,965 
８．利息及び配当金の受取額 35,584 34,590 36,662 
９．その他の投資活動による支出 △3,936 △4,650 △3,936 
10．その他の投資活動による収入 9,275 12,519 9,890 
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,129,292 △1,016,600 △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 2,050,000 1,300,000 2,050,000 
２．短期借入金の返済による支出 △850,000 △730,000 △1,950,000 
３．長期借入れによる収入 100,000 － 100,000 
４．社債の償還による支出 △600,000 － △600,000 
５．自己株式の取得による支出 － △66 △9 
６．利息の支払額 △29,061 △34,805 △35,888 
７．配当金の支払額 △120,201 △104,486 △128,173 
財務活動によるキャッシュ・フロー 550,737 430,642 △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） 597,105 △38,201 △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 1,795,956 939,696 977,898 
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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３四半期 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四半期末日の市場価
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３四半期末現在

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） 
(A)平成10年３月31日以前に

取得したもの 
旧定率法 

(B)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 

(C)平成19年４月１日以後に
取得したもの 
定額法 

建物以外 
(A)平成19年３月31日以前に

取得したもの 
旧定率法 

(B)平成19年４月１日以後に
取得したもの 
定率法 

なお、当第３四半期末現在
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３四半期 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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、夏期賞与支給見込額
の第３四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３四半期末に
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３四半期末要支
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３四半期 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四半期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四半期より「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３四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３四半期より
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150,520 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177,234 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 26,713千円増加しておりま
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。 
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前第３四半期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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) 表示方法の変更 
 

前第３四半期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日 

前事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

（四半期貸借対照表関係） 
前第３四半期において、流動負債の

「その他」に含めて表示しておりまし
た「設備未払金」は、負債及び純資産
の合計額の100 分の５を超えたため、
当第３四半期より区分掲記いたしまし
た。なお、前第３四半期末の流動負債
の「その他」に含まれる「設備未払
金」は 389,888 千円であります。 

（四半期貸借対照表関係） 
前第３四半期において、区分掲記し

ておりました「設備未払金」は、負債
及び純資産の合計額の 100分の５以下
となったため、当第３四半期より、流
動負債の「その他」に含めて表示して
おります。なお、当第３四半期末の流
動負債の「その他」に含まれる「設備
未払金」は33,838 千円であります。 
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(8) 追加情報 
 

前第３四半期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四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26,013 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1,963千円増加、営業損失
は 27,977千円増加、経常利益及び税引
前四半期純利益は 27,977千円減少して
おります。 
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(9) 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３四半期 
平成18年12月31日 

当第３四半期 
平成19年12月31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 
11,030,566千円  

1.有形固定資産減価償却累計額 
11,674,386千円  

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 545,797千円 
土地 2,137,391千円 

計 2,683,188千円  

2.担保に供している資産 
建物 512,632千円 
土地 2,137,391千円 

計 2,650,024千円  

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 2,080,000千円 
一年内返済長期
借入金 

50,000千円 

計 2,130,000千円  

上記に対する債務 
短期借入金 1,550,000千円 
長期借入金 50,000千円 

計 1,600,000千円  

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、流動資産の「その他」に
含めて表示しております。 

3.消費税等の取扱い 
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. 
  

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 56,063千円  

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 79,697千円  

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３四半期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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.営業外収益の主要項目 
受取利息 111千円  

1.営業外収益の主要項目 
受取利息 477千円  

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 17,717千円  

2.営業外費用の主要項目 
支払利息 26,409千円  

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 

236,239千円 
 

3. 
  

4. 
  

4.特別損失の主要項目 
投資有価証券評価
損 

61,589千円 
 

4. 
  

5.減価償却実施額 
有形固定資産 514,918千円 
無形固定資産 13,279千円  

5.減価償却実施額 
有形固定資産 648,338千円 
無形固定資産 14,502千円  

5.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  

 
 



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

 － 19 － 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 
 

前第３四半期（自 平成18年４月１日  至 平成18年12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 

 
前期末株式数 
（千株） 

当第３四半期 
増加株式数（千株） 

当第３四半期 
減少株式数（千株） 

当第３四半期末株式数 
（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 （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。 
 

当第３四半期（自 平成19年４月１日  至 平成19年12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 

 
前期末株式数 
（千株） 

当第３四半期 
増加株式数（千株） 

当第３四半期 
減少株式数（千株） 

当第３四半期末株式数 
（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 

平成19年11月14日 
取締役会 

普通株式 51,608 3.0 平成19年９月30日 平成19年12月10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３四半期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四半期末
残高と第３四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12月31日現在） 
現金及び預金勘定 1,925,956千円
預入期間が３か月を
超える定期預金 

△130,000千円

現金及び現金同等物 1,795,956千円 

現金及び現金同等物の第３四半期末
残高と第３四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12月31日現在） 
現金及び預金勘定 969,696千円
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 939,696千円 

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３四半期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四半期末
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３四半期末
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３四半

期末残高 

相 当 額 

機械及び 

装  置 

千円 

269,317 

 

千円 

137,541 

 

千円 

131,776 

 

有形固定 

資 産 の 

「その他」 

 

9,961 

 

 

5,069 

 

 

4,892 

 

無  形 

固定資産 

 

17,307 

 

 

3,714 

 

 

13,593 

 

 

合  計 

 

 

296,586 

 

 

146,324 

 

 

150,261 

  

 
 

 

 

取得価額

相 当 額 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

第３四半

期末残高 

相 当 額 

機械及び 

装  置 

千円 

237,427 

 

千円 

122,453 

 

千円 

114,974 

 

有形固定 

資 産 の 

「その他」 

 

8,467 

 

 

4,546 

 

 

3,920 

 

無  形 

固定資産 

 

17,307 

 

 

6,786 

 

 

10,521 

 

 

合  計 

 

 

263,202 

 

 

133,786 

 

 

129,415 

  

 
 

 

 

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３四半期末残高が有形固定
資産の第３四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３四半期末残高相
当額 

１ 年 内 40,337千円 
１ 年 超 109,924千円 
合   計 150,261千円  

2.未経過リース料第３四半期末残高相
当額 

１ 年 内 35,499千円 
１ 年 超 93,916千円 
合   計 129,415千円  

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３四半期末残
高相当額は、未経過リース料第３
四半期末残高が有形固定資産の第
３四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 30,702千円 
減価償却費相当額 30,702千円  

3.支払リース料及び減価償却費相当額 
 

支払リース料 32,679千円 
減価償却費相当額 32,679千円  

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３四半期末（平成18年12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） 
四半期貸借対照表計上額 

（千円） 
差  額（千円） 

(1)株  式 1,418,146 3,033,956 1,615,810 
(2)債  券    

国  債 200,116 198,990 △1,126 
合  計 1,618,262 3,232,946 1,614,683 

（注）当第３四半期において、その他有価証券で時価のある株式について11,278千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３四半期末（平成19年12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） 
四半期貸借対照表計上額 

（千円） 
差  額（千円） 

(1)株  式 1,392,574 2,913,883 1,521,308 
(2)債  券    

国  債 299,962 299,820 △142 
合  計 1,692,537 3,213,703 1,521,165 

（注）当第３四半期において、その他有価証券で時価のある株式について37,069千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 148,336 

（注）当第３四半期において、その他有価証券の非上場株式について24,520千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、実質価額が取得原価の50％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。 
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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 

 
 

（デリバティブ取引関係） 

前第３四半期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四半期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四半期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 

8,174,773 
1,784,378 
939,441 

106.0 
102.0 
106.6 

8,102,125 
1,610,758 
980,719 

99.1 
90.3 
104.4 

11,126,755 
2,463,565 
1,250,971 

106.2 
97.6 
103.5 

計 10,898,593 105.3 10,693,604 98.1 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３四半期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 

8,680,958 
1,782,906 
936,111 

109.7 
93.8 
106.6 

8,467,751 
1,577,866 
996,448 

97.5 
88.5 
106.4 

11,374,788 
2,471,666 
1,227,301 

108.8 
95.9 
101.4 

計 11,399,976 106.7 11,042,065 96.9 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３四半期 
平成18年12月31日 

当第３四半期 
平成19年12月31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 

1,214,565 
316,107 
121,079 

125.2 
73.3 
99.6 

1,317,130 
284,149 
118,625 

108.4 
89.9 
98.0 

979,431 
323,399 
100,968 

137.2 
98.4 
80.9 

計 1,651,751 108.4 1,719,905 104.1 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３四半期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 

8,180,347 
1,795,575 
939,881 

106.4 
103.6 
106.8 

8,130,052 
1,617,116 
978,791 

99.4 
90.1 
104.1 

11,109,311 
2,477,044 
1,251,182 

105.9 
98.6 
103.4 

計 10,915,804 105.9 10,725,959 98.3 14,837,537 104.4 

 


