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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 35,696 △21.0 451 65.2 574 31.6 198 39.7
21年3月期第3四半期 45,175 ― 273 ― 436 ― 141 ―

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

22年3月期第3四半期 7.32 ―
21年3月期第3四半期 5.24 ―

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

22年3月期第3四半期 47,989 17,025 35.0 620.61
21年3月期 44,613 16,361 36.7 603.85

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  16,811百万円 21年3月期  16,361百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ― 3.00 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 50,230 △9.7 340 ― 300 ― 90 ― 3.32
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。業績予想に関する事項については、次ページからの【定性的情報・財務諸表等】３．
連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 27,257,587株 21年3月期  27,257,587株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  169,037株 21年3月期  161,871株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 27,092,497株 21年3月期第3四半期 27,130,890株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国の経済は、一連の

景気対策により一部に回復の兆しが見られるものの、企業収益は低迷し、大変厳しい状況が継続いたしま

した。 

このような状況の中で当社グループは、売上拡大が見込めない中、大幅なコストの削減を行うととも

に、利益を重視した効率的な営業活動に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高が356億９千６百万円で、前年同

四半期比94億７千９百万円の減収（21.0%減）、営業利益は４億５千１百万円で前年同四半期比１億７千

８百万円の増益（65.2%増）、経常利益は５億７千４百万円で前年同四半期比１億３千８百万円の増益

（31.6%増）、四半期純利益は１億９千８百万円で前年同四半期比５千６百万円の増益(39.7%増）となり

ました。 

事業のセグメント別の状況は、次のとおりであります。 

  

(インキ事業部門) 

オフセットインキは、数量および売上高は前年同四半期に比べ、減少しました。 

グラビアインキは、数量および売上高は前年同四半期並みとなりました。 

印刷用材料および印刷機械の売上高は、前年同四半期に比べ、大幅に減少しました。 

この結果、インキ事業部門の売上高は、137億４千４百万円で、前年同四半期比46億１千７百万円の減

収（25.1%減）、営業利益は取引条件の見直しや生産拠点の統合等によるコストダウンに努めた結果、７

億４百万円（前年同四半期は３千８百万円の営業損失）となりました。 

  

(化成品・加工品事業部門) 

合成樹脂用着色剤は、数量および売上高は前年同四半期並みとなりました。 

合成樹脂成形材料は、国内自動車用途の受託が減少し、数量および売上高は前年同四半期に比べ、減少

しました。 

工業材料は、売上高は前年同四半期に比べ、減少しました。 

包装材料は、売上高は前年同四半期に比べ、減少しました。 

仕入商品は、売上高は前年同四半期に比べ、減少しました。 

この結果、化成品・加工品事業部門の売上高は、219億５千１百万円で、前年同四半期比48億６千１百

万円の減収（18.1%減）、営業利益は９億９千６百万円で前年同四半期比３億２百万円の減益（23.3%減）

となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は479億８千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億７千

６百万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加22億５千６百万円、たな卸資産の減

少５億９千万円、土地等の取得による有形固定資産の増加20億８千４百万円、投資有価証券の時価上昇等

に伴う増加２億３千７百万円等によるものです。 

【定性的情報・財務諸表等】

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

(１) 資産、負債、純資産の状況
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負債合計は309億６千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億１千２百万円増加いたしました。

これは主に、支払手形及び買掛金の増加32億８千８百万円、短期借入金の増加３億４千９百万円と長期借

入金の減少９億８千２百万円等によるものです。 

純資産の部は170億２千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億６千４百万円増加いたしまし

た。これは主に、評価・換算差額等の増加４億１千４百万円、少数株主持分の増加２億１千４百万円等に

よるものです。 

  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は11億８千３百万円で、前連結会計年

度末に比べ、５億９千７百万円の減少となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、30億９千９百万円の収入となりました（前年同四半期は９億３

千４百万円の収入）。これは主に、税金等調整前四半期純利益４億６千７百万円、減価償却費12億６千１

百万円が計上され、売上債権の増加21億９千６百万円、たな卸資産の減少６億３百万円、仕入債務の増加

31億８千５百万円、投資有価証券評価損６千８百万円等によるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、26億８千７百万円の支出となりました（前年同四半期は13億２

千１百万円の支出）。これは主に、有形固定資産の取得による支出37億４千６百万円、有形固定資産の売

却に係る手付金収入９億円、貸付金の回収による収入４千８百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による収入１億８千８百万円等によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、10億９百万円の支出となりました（前年同四半期は４億１千２

百万円の収入）。これは主に、長期借入金の返済11億５千２百万円、配当金の支払１億６千３百万円及び

短期借入金の純増額３億５千万円等によるものです。 

  

連結業績予想に関しましては、景気、需要等の今後の見通しが依然として不透明な状況にあり、当社グ

ループの今後の業績に与える影響について予測することは困難であるため、平成21年５月15日発表の通期

連結業績予想を変更しておりません。 

 なお、業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業

績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

(２) キャッシュ・フローの状況 

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。 

  
  １．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②たな卸資産の評価方法 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③経過勘定項目の算定方法 

固定的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算

額で計上する方法によっております。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

⑤連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わない

で債権と債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引の相殺消去 

取引金額に差異のある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法に

より相殺消去しております。 

⑥未実現損益の消去 

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該たな卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に

見積って計算しております。 
  

  ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 
  

  該当事項はありません。 

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 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

(3) 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
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5.【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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,292 1,795

受取手形及び売掛金 19,519 17,262

商品及び製品 3,273 3,870

仕掛品 1,393 1,441

原材料及び貯蔵品 1,327 1,272

繰延税金資産 547 518

その他 280 246

貸倒引当金 △46 △47

流動資産合計 27,587 26,359

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,034 4,632

機械装置及び運搬具（純額） 3,501 3,319

工具、器具及び備品（純額） 134 150

土地 3,521 2,917

リース資産（純額） 231 139

建設仮勘定 1,685 1,864

有形固定資産合計 15,108 13,024

無形固定資産   

リース資産 42 12

その他 113 96

無形固定資産合計 156 108

投資その他の資産   

投資有価証券 3,796 3,559

長期貸付金 4 40

繰延税金資産 1,157 1,325

その他 489 577

貸倒引当金 △311 △382

投資その他の資産合計 5,137 5,120

固定資産合計 20,402 18,253

資産合計 47,989 44,613
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,536 10,247

短期借入金 7,349 7,000

1年内返済予定の長期借入金 1,389 1,513

リース債務 67 33

未払法人税等 19 3

賞与引当金 122 446

未払消費税等 12 84

未払費用 840 642

その他 1,685 1,343

流動負債合計 25,023 21,315

固定負債   

長期借入金 2,581 3,564

リース債務 221 126

退職給付引当金 2,752 2,834

役員退職慰労引当金 308 319

その他 77 92

固定負債合計 5,940 6,936

負債合計 30,963 28,251

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,246 3,246

資本剰余金 2,511 2,511

利益剰余金 11,270 11,234

自己株式 △46 △45

株主資本合計 16,981 16,947

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △44 △463

為替換算調整勘定 △126 △122

評価・換算差額等合計 △170 △585

少数株主持分 214 －

純資産合計 17,025 16,361

負債純資産合計 47,989 44,613
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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：百万円）

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 35,696

売上原価 39,773 30,445

売上総利益 5,402 5,250

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,261 1,234

賞与 423 373

福利厚生費 267 259

減価償却費 250 284

貸倒引当金繰入額 91 48

賞与引当金繰入額 58 50

退職給付引当金繰入額 105 164

役員退職慰労引当金繰入額 18 16

通信交通費 318 279

荷造及び発送費 1,022 880

その他 1,311 1,208

販売費及び一般管理費合計 5,128 4,799

営業利益 273 451

営業外収益   

受取利息 37 27

受取配当金 133 101

為替差益 24 5

持分法による投資利益 10 －

保険解約返戻金 － 30

その他 46 94

営業外収益合計 250 258

営業外費用   

支払利息 84 94

その他 2 40

営業外費用合計 87 135

経常利益 436 574

特別利益   

投資有価証券売却益 105 －

その他 3 －

特別利益合計 108 －

特別損失   

固定資産除売却損 17 38

投資有価証券評価損 222 68

その他 8 －

特別損失合計 247 106

税金等調整前四半期純利益 298 467

法人税、住民税及び事業税 45 50

法人税等調整額 110 178

法人税等合計 156 229

少数株主利益 － 40

四半期純利益 141 198

－8－

東京インキ㈱（4635）平成22年３月期 第３四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 298 467

減価償却費 1,143 1,261

貸倒引当金の増減額（△は減少） 67 △72

退職給付引当金の増減額（△は減少） △219 △91

賞与引当金の増減額（△は減少） △409 △345

受取利息及び受取配当金 △170 △128

支払利息 84 94

有形固定資産除売却損益（△は益） 14 38

投資有価証券売却損益（△は益） △105 －

投資有価証券評価損益（△は益） 222 68

持分法による投資損益（△は益） △10 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,056 △2,196

たな卸資産の増減額（△は増加） △322 603

仕入債務の増減額（△は減少） 1,324 3,185

その他 205 174

小計 1,066 3,060

利息及び配当金の受取額 178 144

利息の支払額 △81 △88

法人税等の支払額 △228 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） － △16

営業活動によるキャッシュ・フロー 934 3,099

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 0 △70

定期預金の払戻による収入 － 60

有形固定資産の取得による支出 △853 △3,746

有形固定資産の売却による収入 8 0

有形固定資産の売却に係る手付金収入 － 900

無形固定資産の取得による支出 △54 △5

投資有価証券の取得による支出 △334 △56

貸付金の回収による収入 49 48

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

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 －

その他 2 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,321 △2,687

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） 1,865 350

長期借入金の返済による支出 △1,275 △1,152

配当金の支払額 △162 △163

少数株主への配当金の支払額 － △1

その他 △15 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー 412 △1,009

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20 △597

現金及び現金同等物の期首残高 1,363 1,781

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,383 1,183
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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) 

  該当事項はありません。 

  

  

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) 

 
(注) １ 事業の区分は、製商品系列別を基礎とし区分しております。 

２ 各事業部門の主な製商品 

(1) インキ事業部門……………オフセットインキ、グラビアインキ、印刷用材料、印刷機械 

(2) 化成品・加工品事業部門…合成樹脂用着色剤、合成樹脂成形材料、工業材料、包装材料、仕入商品 

３ 事業の種類別セグメントの名称変更 

従来の「印刷インキ・印刷関連資材事業部門」を「インキ事業部門」に第２四半期連結累計期間より 

 名称変更しております。 

  

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) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、製商品系列別を基礎とし区分しております。 

２ 各事業部門の主な製商品 

(1) インキ事業部門……………オフセットインキ、グラビアインキ、印刷用材料、印刷機械 

(2) 化成品・加工品事業部門…合成樹脂用着色剤、合成樹脂成形材料、工業材料、包装材料、仕入商品 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

インキ 
事業部門 
（百万円）

化成品・
加工品 
事業部門 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

18,362 26,812 45,175 ― 45,175

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 18,362 26,812 45,175 (―) 45,175

営業利益又は営業損失（△） △38 1,298 1,260 (986) 273

インキ 
事業部門 
（百万円）

化成品・
加工品 
事業部門 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

13,744 21,951 35,696 ― 35,696

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 13,744 21,951 35,696 (―) 35,696

営業利益 704 996 1,700 (1,249) 451
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  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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

  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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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) 

  該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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