
 

 
 

 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

  
  

 
   

  
  

  
  

 
     

  
  

  

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（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 ％

25年３月期第１四半期 12,093 △0.1 823 △0.8 905 △0.7 660 △13.6
24年３月期第１四半期 12,104 2.8 830 △30.7 912 △24.7 764 △14.1

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 1,360百万円( 32.8％) 24年３月期第１四半期 1,024百万円( △1.0％)

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

25年３月期第１四半期 52.96 ―
24年３月期第１四半期 61.27 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 50,512 33,988 60.2
24年３月期 49,419 32,790 59.7

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 30,395百万円 24年３月期 29,497百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 13.00 ― 13.00 26.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 24,650 1.7 1,330 0.5 1,370 △0.5 770 △13.6 61.71
通期 50,200 3.5 2,820 3.4 2,910 2.3 1,650 13.6 132.24

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

  
  

 
   

  

     

  

   
  

  

 

   

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

 （注）詳細は、添付資料３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）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) 25年３月期１Ｑ 12,506,170株 24年３月期 12,506,170株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 28,629株 24年３月期 28,606株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 12,477,553株 24年３月期１Ｑ 12,477,627株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、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。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景に、景気回復

の兆しがあったものの一部の産業に好影響を与えるにとどまり、全般的な景気回復には至りませんでし

た。また、欧州における債務危機問題は、欧州経済の停滞や為替の円高進行等、わが国の輸出産業低迷

などに影響を与え、厳しい経済環境が続きました。またアジア地域におきましては、中国では、欧州経

済の減退による輸出の後退など、景気の減速はあるものの、全体として高成長率を続けております。そ

の他アジア地域においても総じて堅調に推移しました。 

印刷インキの需要先であります印刷業界におきまして、日本市場では、経済の低迷により、依然とし

て厳しい状況にありました。また、中国をはじめとしたその他アジア地域の市場におきましては、堅調

な経済成長をに支えられ、総じて順調に推移しました。また、特殊ＵＶインキが関係する液晶ディスプ

レイ関連市場は、モバイル端末分野では拡大しているものの、全体としては需要の低迷から厳しい状況

となっております。 

このような経営環境の中で、当社グループの経営理念でありますＴ＆Ｋ(Technology and Kindness＝

技術と真心)の精神に則り、お客様の立場に立った製品の開発・生産に注力するとともに、きめ細かい

サービスの提供に努めました。 

この結果、当第１四半期の当連結累計期間の売上高は120億93百万円（前年同期比0.1％減）、営業利

益は８億23百万円（前年同期比0.8％減）、経常利益は９億５百万円（0.7％減）、四半期純利益におき

ましては、インドネシアの合弁会社、株式会社チマニートオカの外貨建て債務の評価替えの為替差益１

億円（前年同四半期は１億24百万円の為替差益）を計上したことにより、６億60百万円（前年同期比

13.6％減）となりました。  

セグメントの業績は、次のとおりであります。  

なお、セグメント別の売上高及び営業利益はセグメント間の内部取引消去前の金額によっておりま

す。  

① 印刷インキ 

売上高は120億91百万円（前年同期比0.1％減）、セグメント利益（営業利益）は８億18百万円（前

年同期比1.1％減）となりました。 

② その他 

売上高は13百万円（前年同期比0.0％増）、セグメント利益（営業利益）は３百万円（前年同期比

265.8％増）となりました。  

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産については、前連結会計年度末に比べて10億92百万円

増加し、505億12百万円となりました。これは前連結会計年度末に比べて現金及び預金が９億20百万

円増加したこと、建設仮勘定（有形固定資産その他）が４億８百万円増加したこと、有価証券が３億

円減少したことが主な要因であります。 

負債については、前連結会計年度末に比べて１億５百万円減少し、165億23百万円となりました。

これは前連結会計年度末に比べて未払費用（流動負債その他）が６億５百万円増加したこと、未払法

人税が２億56百万円減少したこと、引当金が４億47百万円減少したこが主な要因であります。  

純資産については、前連結会計年度末に比べて11億98百万円増加し、339億88百万円となりまし

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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た。これは前連結会計年度末に比べて利益剰余金が４億98百万円増加したこと、及び為替換算調整

勘定が４億61百万円増加したことが主な要因であります。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月９日に公表いたしました業績予想に変

更はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度の税引前当期純利益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

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

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。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24

年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しています。これによる損益に与える影響は軽微です。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

○税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

     (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,563 5,484

受取手形及び売掛金 17,417 17,384

有価証券 398 98

商品及び製品 3,741 3,553

仕掛品 442 401

原材料及び貯蔵品 2,070 2,178

その他 693 786

貸倒引当金 △136 △108

流動資産合計 29,190 29,779

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,719 15,089

機械装置及び運搬具 14,805 15,087

土地 6,184 6,244

その他 4,456 4,950

減価償却累計額 △23,237 △23,914

有形固定資産合計 16,928 17,458

無形固定資産 245 252

投資その他の資産   

投資有価証券 2,140 2,033

その他 978 1,039

貸倒引当金 △63 △51

投資その他の資産合計 3,055 3,022

固定資産合計 20,229 20,732

資産合計 49,419 50,512
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,971 7,964

電子記録債務 2,125 2,203

短期借入金 1,763 1,535

1年内返済予定の長期借入金 15 14

1年内償還予定の社債 7 7

未払法人税等 475 219

引当金 782 335

その他 1,345 2,057

流動負債合計 14,486 14,337

固定負債   

社債 43 43

長期借入金 31 23

退職給付引当金 1,106 1,152

その他の引当金 149 154

資産除去債務 103 103

負ののれん 158 143

その他 549 565

固定負債合計 2,142 2,186

負債合計 16,628 16,523

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,060 2,060

資本剰余金 2,059 2,059

利益剰余金 29,034 29,533

自己株式 △49 △49

株主資本合計 33,105 33,603

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 181 118

為替換算調整勘定 △3,789 △3,327

その他の包括利益累計額合計 △3,607 △3,208

少数株主持分 3,292 3,593

純資産合計 32,790 33,988

負債純資産合計 49,419 50,512
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 12,104 12,093

売上原価 9,530 9,448

売上総利益 2,573 2,644

販売費及び一般管理費 1,743 1,820

営業利益 830 823

営業外収益   

受取利息 27 22

受取配当金 38 26

持分法による投資利益 6 －

負ののれん償却額 14 14

貸倒引当金戻入額 － 26

その他 19 29

営業外収益合計 106 118

営業外費用   

支払利息 8 11

為替差損 7 －

投資有価証券評価損 － 14

その他 8 11

営業外費用合計 24 36

経常利益 912 905

特別利益   

固定資産売却益 3 4

為替差益 124 100

その他 0 －

特別利益合計 128 104

特別損失   

固定資産売却損 1 －

固定資産除却損 1 9

その他 9 1

特別損失合計 11 11

税金等調整前四半期純利益 1,028 998

法人税等合計 273 243

少数株主損益調整前四半期純利益 755 755

少数株主利益 △9 94

四半期純利益 764 660
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 755 755

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34 △62

為替換算調整勘定 304 664

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 4

その他の包括利益合計 269 605

四半期包括利益 1,024 1,360

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 966 1,059

少数株主に係る四半期包括利益 58 300
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該当事項はありません。  

  

  

 Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日 至  平成23年６月30日） 

  

  １．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 

 
(注) 「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、各種産業廃棄物の焼却処理及び生命・

損害保険代理業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

 
  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

（単位：百万円）

報告セグメント その他
(注) 合計

印刷インキ

売上高

  外部顧客への売上高 12,102 1 12,104

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

11 11

計 12,102 13 12,116

セグメント利益 827 0 828

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 827

「その他」の区分の利益 0

セグメント間取引消去 2

四半期連結損益計算書の営業利益 830
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 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日 至  平成24年６月30日） 

  

  １．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 

 
(注) 「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、各種産業廃棄物の焼却処理及び生命・

損害保険代理業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

 
  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（単位：百万円）

報告セグメント その他
(注) 合計

印刷インキ

売上高

  外部顧客への売上高 12,091 1 12,093

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

11 11

計 12,091 13 12,105

セグメント利益 818 3 821

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 818

「その他」の区分の利益 3

セグメント間取引消去 2

四半期連結損益計算書の営業利益 823

（５）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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