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１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用

電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して

出力・印刷したものであります。 
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レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に

綴じ込んでおります。 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 45,175,371 35,696,367

売上原価 39,773,322 30,445,422

売上総利益 5,402,049 5,250,944

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,261,662 1,234,164

賞与 423,554 373,402

福利厚生費 267,085 259,428

減価償却費 250,735 284,063

貸倒引当金繰入額 91,608 48,740

賞与引当金繰入額 58,653 50,642

退職給付引当金繰入額 105,312 164,397

役員退職慰労引当金繰入額 18,120 16,679

通信交通費 318,499 279,177

荷造及び発送費 1,022,079 880,651

その他 1,311,507 1,208,204

販売費及び一般管理費合計 5,128,818 4,799,553

営業利益 273,231 451,391

営業外収益   

受取利息 37,155 27,314

受取配当金 133,050 101,438

為替差益 24,072 5,027

持分法による投資利益 10,005 －

保険解約返戻金 － 30,929

その他 46,316 94,118

営業外収益合計 250,600 258,829

営業外費用   

支払利息 84,719 94,607

その他 2,301 40,779

営業外費用合計 87,020 135,387

経常利益 436,811 574,832

特別利益   

投資有価証券売却益 105,531 －

その他 3,066 －

特別利益合計 108,598 －

特別損失   

固定資産除売却損 17,140 38,566

投資有価証券評価損 222,206 68,310

その他 8,058 －

特別損失合計 247,405 106,876

税金等調整前四半期純利益 298,004 467,956

法人税、住民税及び事業税 45,877 50,619

法人税等調整額 110,190 178,897

法人税等合計 156,068 229,517

少数株主利益 － 40,110

四半期純利益 141,935 198,329

─ 15 ─





(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 298,004 467,956

減価償却費 1,143,095 1,261,954

貸倒引当金の増減額（△は減少） 67,512 △72,196

退職給付引当金の増減額（△は減少） △219,484 △91,322

賞与引当金の増減額（△は減少） △409,226 △345,291

受取利息及び受取配当金 △170,205 △128,753

支払利息 84,719 94,607

有形固定資産除売却損益（△は益） 14,074 38,566

投資有価証券売却損益（△は益） △105,531 －

投資有価証券評価損益（△は益） 222,206 68,310

持分法による投資損益（△は益） △10,005 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,056,387 △2,196,933

たな卸資産の増減額（△は増加） △322,802 603,720

仕入債務の増減額（△は減少） 1,324,901 3,185,115

その他 205,224 174,337

小計 1,066,092 3,060,071

利息及び配当金の受取額 178,650 144,929

利息の支払額 △81,798 △88,766

法人税等の支払額 △228,523 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） － △16,907

営業活動によるキャッシュ・フロー 934,421 3,099,326

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △120 △70,052

定期預金の払戻による収入 － 60,000

有形固定資産の取得による支出 △853,202 △3,746,164

有形固定資産の売却による収入 8,422 534

有形固定資産の売却に係る手付金収入 － 900,000

無形固定資産の取得による支出 △54,218 △5,886

投資有価証券の取得による支出 △334,900 △56,479

貸付金の回収による収入 49,362 48,507

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 188,496

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△138,615 －

その他 2,051 △6,332

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,321,221 △2,687,377

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） 1,865,544 350,000

長期借入金の返済による支出 △1,275,600 △1,152,582

配当金の支払額 △162,709 △163,001

少数株主への配当金の支払額 － △1,820

その他 △15,043 △42,295

財務活動によるキャッシュ・フロー 412,191 △1,009,698

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,953 △149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,437 △597,898

現金及び現金同等物の期首残高 1,363,124 1,781,195

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  1,383,561 ※１  1,183,297

─ 17 ─

























  

平成21年２月13日

東京インキ株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東

京インキ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東京インキ株式会社及び連結子会社の平成

20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間

の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    井    上       東       印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    田    島    祥    朗    印 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



  

平成22年２月９日

東京インキ株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東

京インキ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東京インキ株式会社及び連結子会社の平成

21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間

の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    井    上       東       印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    田    島    祥    朗    印 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年２月10日 

【会社名】 東京インキ株式会社 

【英訳名】 TOKYO PRINTING INK MFG.CO.,LTD 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   大  橋  淳  男 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 東京都北区田端新町２丁目７番15号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

 



当社代表取締役社長  大橋 淳男は、当社の第138期第３四半期(自 平成21年10月１日 至 平成21年

12月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いた

しました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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