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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第160期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在するものの１株当たり中

間純損失であるため、記載していない。 

３ 純資産額の算定にあたり、第161期中間連結会計期間から「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）を適用している。 

  

回次 第159期中 第160期中 第161期中 第159期 第160期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 699,006 732,853 751,091 1,413,580 1,548,208 

経常利益 (百万円) 45,494 42,222 42,880 88,301 93,435 

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

(百万円) 19,472 △10,542 10,359 40,574 15,148

純資産額 (百万円) 747,913 764,885 907,119 768,245 803,678 

総資産額 (百万円) 1,485,354 1,599,979 1,786,654 1,483,477 1,727,636 

１株当たり純資産額 (円) 1,124.07 1,157.80 1,204.72 1,154.21 1,216.04 

１株当たり中間(当期) 
純利益又は１株当たり 
中間純損失(△) 

(円) 29.10 △15.86 15.70 60.09 22.13

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 28.56 － 15.58 59.94 22.02

自己資本比率 (％) 50.3 47.8 44.3 51.8 46.5 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 54,935 67,685 32,726 111,624 128,438

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △80,397 △116,811 △74,564 △90,068 △166,986

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △10,377 39,282 60,672 △54,860 72,630

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 166,442 162,619 225,921 168,804 206,974

従業員数 (人) 32,932 35,842 37,043 32,724 35,954 



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載し

ていない。 

３ 純資産額の算定にあたり、第161期中間会計期間から「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）を適用している。 

  

回次 第159期中 第160期中 第161期中 第159期 第160期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 475,033 466,057 457,245 952,822 947,142 

経常利益 (百万円) 23,154 27,630 36,732 49,514 52,916 

中間(当期)純利益 (百万円) 5,861 14,352 12,673 21,567 21,913 

資本金 (百万円) 104,986 104,986 104,986 104,986 104,986 

発行済株式総数 (千株) 699,412 699,412 699,412 699,412 699,412 

純資産額 (百万円) 672,074 695,748 703,320 685,870 710,009 

総資産額 (百万円) 1,214,540 1,208,547 1,373,017 1,189,508 1,310,007 

１株当たり純資産額 (円) 1,007.20 1,050.12 1,067.50 1,027.88 1,071.55 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 8.73 21.53 19.17 31.96 32.65

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) － － － － －

１株当たり配当額 (円) 8.50 9.50 10.00 19.00 20.00

自己資本比率 (％) 55.3 57.6 51.2 57.7 54.2 

従業員数 (人) 10,869 10,696 11,088 10,548 10,582 



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更はな

い。また、主要な関係会社に異動はない。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は、就業人員数である。 

２ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない当社の本社部門及び当社の基礎研究部門

等に所属している就業人員数である。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) 従業員数は、就業人員数である。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社の労働組合である凸版印刷労働組合は、平成18年８月１日付で連結子会社である株式会社トッパングラフィ

ック（組合員数674名、以下同）、株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ（同1,147名）、凸版製本

株式会社（同187名）の３社の労働組合を加え、平成18年９月30日現在における組合員数は12,592名となっている。

なお、労使関係について特に記載すべき事項はない。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

情報・ネットワーク系事業 19,885 

生活環境系事業 8,387 

エレクトロニクス系事業 8,084 

全社(共通) 687 

合計 37,043 

従業員数(人) 11,088 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善と設備投資の増加により、回復基調で推移した。印

刷業界においては、原油や原材料価格の高騰が続くなか、印刷産業出荷額が８年連続で前年を割り込むなど引き続

き厳しい状況が続いているものの、国内広告宣伝費は回復傾向となり、半導体やディスプレイの電子デバイス業界

も好調に推移した。 

このような環境のなかで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、「ＴＯＰＰＡＮ ＶＩＳＩＯＮ ２１」で定

めた企業理念のもと、総合力を活かした需要創造型の営業活動を積極的に行うとともに、継続的なコスト削減を推

進した。 

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は前中間連結会計期間に比べ2.5％増の7,510億円となった。

また、営業利益は前中間連結会計期間に比べ16.0％減の315億円、経常利益は投資事業組合の運用益及び複合金融商

品の評価益などにより1.6％増の428億円となった。前中間連結会計期間は、米国デュポンフォトマスク社（現トッ

パン フォトマスクス インク）の買収にともなう326億円の特別損失を計上したため中間純損失が105億円であった

のに対し、当中間連結会計期間は、特別損失に固定資産の減損損失87億円を計上し、中間純利益は103億円となっ

た。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりである。 

① 情報・ネットワーク系事業 

証券・カード関連では、電子マネーやＩＣキャッシュカードなどＩＣカードが順調に拡大したほか、海外におけ

るセキュリティ関連受注が大幅に増加した。 

商業印刷関連では、企画から生産までのトータルソリューション力と個人向けマーケティングのノウハウを武器

に、得意先のニーズにきめ細かく応えた。その結果、チラシや、キャンペーンなどの企画媒体等は増加したが、

カタログやＰＯＰ等は減少した。 

出版印刷関連では、出版市場の低迷が続くなか、当社の提案力を活かして創刊誌やフリーペーパーの受注に努め

た結果、定期刊行物は維持したが、書籍は減少となった。また、教育市場においては、小・中学校向けの指導用

教材が減少となった。 

ビジネスフォーム関連では、ビジネスフォーム印刷が堅調に推移し、データプリントサービス事業が好調に推移

した。 

以上の結果、情報・ネットワーク系事業の売上高は前中間連結会計期間に比べ2.9％増の4,107億円、営業利益は

9.5％減の236億円となった。 

② 生活環境系事業 

パッケージ関連では、環境配慮型製品が順調に伸びた。「ＧＬフィルム」は国内に加え、欧州・北米向けが好調

で、「カートカン」は健康飲料分野で伸張した。また、ユニバーサルデザインへの対応などが奏効し、軟包装材

や紙器も増加した結果、全体として堅調に推移した。 

建装材関連では、デザイン性に優れた独自ブランド製品「１０１シリーズ」や、「トッパンエコシート」を中心

とした環境配慮型製品が大きく増加した。 

以上の結果、生活環境系事業の売上高は前中間連結会計期間に比べ2.1％増の1,994億円、営業利益は3.6％増の

98億円となった。 

③ エレクトロニクス系事業 

ディスプレイ関連のカラーフィルタは、国内の液晶テレビ、モバイル端末向けなどは好調に推移したが、前年に

対し価格下落が大きかったことに加え、台湾・中国でのパソコン向けを主とする在庫調整の影響により、減少し

た。 

ＬＲ（低反射）フィルムは、市場の需要を確実に取りこみ、順調に推移した。 

半導体関連のフォトマスクは、国内外ともハイテク製品を中心に拡販に努め、トッパン フォトマスクス インク

との連携による相乗効果もあり、好調に推移した。 



以上の結果、エレクトロニクス系事業の売上高は前中間連結会計期間に比べ2.0％増の1,655億円、営業利益は

30.1％減の86億円となった。 

  

所在地別セグメント別の業績を示すと、次のとおりである。 

① 日本 

日本国内においては、情報・ネットワーク系事業では広告宣伝関連と証券・カード関連を中心に、生活環境系事

業では環境配慮型製品を中心に、それぞれ拡大した。エレクトロニクス系事業では液晶用カラーフィルタが単価

減の影響等を受けたものの、全体としては売上は増加した。 

以上の結果、日本における売上高は前中間連結会計期間に比べ1.4％増の6,821億円、営業利益は8.5％減の402億

円となった。 

② アジア 

アジアにおいては、台湾の液晶用カラーフィルタの市場低迷の影響を受け、減少した。一方、上海の広告市場

と、半導体用フォトマスクの東南アジアの需要を取り込み、全体としては増加となった。 

以上の結果、アジアにおける売上高は前中間連結会計期間に比べ2.5％増の654億円、営業利益は73.5％減の19億

円となった。 

③ その他の地域 

その他の地域においては、半導体用フォトマスクを生産するトッパン フォトマスクス インクがローテク品から

ハイテク品まで幅広く需要を取り込み、大きく増加した。 

以上の結果、その他の地域における売上高は前中間連結会計期間に比べ17.1％増の331億円、営業損失は17億円

となった。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ189

億円（9.2％）増加し、2,259億円となった。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ349億円（51.6％）減

少し、327億円となった。これは、法人税等の支払額が92億円増加したことなどによるものである。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における投資活動により使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ422億円（36.2％）減

少し、745億円となった。これは、前中間連結会計期間に米国デュポンフォトマスク社（現トッパン フォトマス

クス インク）の株式取得による支出593億円があったことなどによるものである。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動により調達した資金は606億円となった。これは、新株予約権付社債の発

行による702億円の収入などによるものである。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 
  

(注) １ 上記金額は、販売価額によっており、セグメント間の取引については相殺消去している。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 
  

(注) １ 上記金額は、販売価額によっており、セグメント間の取引については相殺消去している。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 
  

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去している。 

２ 相手先別販売実績については、総販売実績に対する割合が10％以上の販売先はないため、記載を省略している。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

情報・ネットワーク系事業 405,824 0.1 

生活環境系事業 181,698 3.1 

エレクトロニクス系事業 166,752 3.6 

合計 754,274 1.6 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

情報・ネットワーク系事業 428,278 2.6 55,651 △4.0 

生活環境系事業 173,670 △2.7 57,660 △6.6 

エレクトロニクス系事業 171,638 1.6 30,718 8.6 

合計 773,586 1.1 144,029 △2.7 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

情報・ネットワーク系事業 404,923 3.1 

生活環境系事業 180,739 1.6 

エレクトロニクス系事業 165,429 2.0 

合計 751,091 2.5 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はな

い。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 技術導入契約の満了 

  

(2) 技術供与契約の満了 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループ（当社及び連結子会社）は、激変するマーケットと技術革新に対し、マーケティング力と技術開発力

の連携をはかり、選択と集中を強化し、各事業領域の基盤強化と市場ニーズを先取りした次世代製品の開発を積極的

に推進している。 

研究開発は、当社の本社部門、総合研究所、事業（本）部の技術関連部門および主要連結子会社が一体となり推進

されている。ＩＴを活かした情報ビジネス分野、環境に配慮した新技術・新商品の開発などのエコビジネス分野、今

後さらなる成長が見込まれるエレクトロニクス分野などの新商品開発に傾注する一方、全社的な経営課題としてコス

トダウン、品質ロスミス削減へ向け検査装置やプロセス改善のための開発を各研究開発部門と進めている。また一方

では中長期の収益の柱とすべくライフサイエンスやエネルギーなどの次世代商品系分野にも総合研究所を中心に国内

外の大学や企業との連携を図りながら積極的に取り組んでいる。 

当中間連結会計期間における当社グループ（当社及び連結子会社）全体の研究開発費は14,477百万円であり、事業

の種類別セグメントにおける主な研究開発とその成果は次のとおりである。なお、研究開発費については当社の本社

部門及び当社の総合研究所で行っている基礎研究にかかる費用を次の各事業の種類別セグメントに配分することがで

きないため、研究開発費の総額のみを記載している。 

  

(1) 情報・ネットワーク系事業 

ＩＣタグでは、広範囲な通信が可能で様々な分野で活用できるＵＨＦ帯ＩＣタグを開発した。また、ＩＣタグ導

入を検討する企業向けの実験・実証施設を拡充して、市場拡大が期待されている様々なアプリケーションでの実証

実験を行い、市場開拓を進めている。 

既存印刷分野では、アドビシステムズインコーポレーテッドのＡｄｏｂｅ(Ｒ) ＩｎＤｅｓｉｇｎ(Ｒ)をプラッ

トフォームとして次世代フルデジタルコンピュータ自動組版システム（ＣＴＳ)を開発し、本格稼動を開始した。 

  

(2) 生活環境系事業 

パッケージでは、透明蒸着バリアフィルム「ＧＬフィルム」の機能性向上を進め、ボイル殺菌対応のナイロン基

材・新グレードである「ＧＬ－ＡＲＹ」を開発し、実用化した。またＧＬフィルムの特長を活かしたアプリケーシ

ョン技術として、ビタミン類などの成分に影響を与える紫外線をカットする「透明遮光包材」、包材自体に水分吸

収機能を付与した「アクティブパッケージ（水分吸収タイプ）」を開発、平成18年10月に開催された『東京パック

契約会社名 契約先 契約の内容 契約発効日 契約満了日 

凸版印刷㈱ 
(当社) 

クリクロック 
コーポレーション 
（アメリカ） 

折畳み紙箱「クリクロックカ
ートン」の製造に関する技術 

昭和56年
11月２日 

平成18年 
６月26日 

契約会社名 契約先 契約の内容 契約発効日 契約満了日 

凸版印刷㈱ 
(当社) 

ゴールデン バレー 
マイクロウェーブフーズ 
インコーポレイテッド 
（アメリカ） 

電子レンジ用包装材料に関す
る技術 

平成４年
２月20日 

平成18年 
６月25日 

〃 

ウィーバー ポップコーン 
カンパニー 
インコーポレイテッド 
（アメリカ） 

電子レンジ用包装材料に関す
る技術 

平成８年
９月５日 

平成18年 
６月25日 



2006』に出展するとともに、医療医薬分野などへの実用化を進めている。さらに、「ＵＶマットグラビア」をは

じめとする新しい加飾表現技術を開発し、商品の意匠性向上に活用すべく実用化展開を図るとともに、ユニバーサ

ルデザイン思想に基づき、生活者視点を追求した使い易いパッケージの開発を積極的に推進し、「やさしいエコテ

ナー」「詰替え用点字付きスタンディングパウチ」等を実用化した。 

建装材では、「101エコシート」を核とした環境配慮型装飾シートを、室内だけでなく玄関等住宅の外装用途に

対しても展開している。また天然木と印刷技術の融合による高級化粧材「ナチュラート」やパネル化した不燃化粧

材「ナチュラート不燃」などオリジナル性の高い２次加工品についても開発した。 

  

(3)エレクトロニクス系事業 

ディスプレイでは、カラーフィルタの次世代生産方式としてインクジェット法の新工法を確立、三重第一工場に

Ｇ６サイズ対応装置を設置、量産試作を進めている。次世代ディスプレイとして注目されている有機ＥＬについて

は、印刷法によるアクティブマトリクス型フルカラー有機ディスプレイを開発した。さらにプロセス改善、発光材

料及び素子構造改良により長寿命、高精細化に取組んでいる。 

Ｅ Ｉｎｋ電子ペーパーでは、当社開発の大型表示体を用いて過去最大の横4.8m×縦0.8mの表示板を展示会ブー

スに応用した。 

半導体では、45nm対応フォトマスクの開発を進め、得意先認定を取得した。また、技術研究組合超先端電子技術

開発機構(ＡＳＥＴ)Ｄ２ｉプロジェクトに参加し、フォトマスク総合最適化技術開発を進めている。さらに、次世

代フォトマスクとして半導体テクノロジーズ（Ｓｅｌｅｔｅ)プログラムに参加し、ＥＵＶマスク開発を進めてい

る。 

  

新規事業領域では、外部の研究機関、大学、企業と連携を進め、研究開発の効率化を目指しており、今後の成長

分野として、ＩＴ／エレクトロニクス、ライフサイエンス、エネルギーに注力している。 

ＩＴ／エレクトロニクスでは、フレキシブルＴＦＴを用いたＥ Ｉｎｋ電子ペーパーの性能アップとともに印刷

法による低コスト化に注力している。ボールＳＡＷセンサーに関しては、国立大学法人東北大学と独立行政法人科

学技術振興機構に採択され、安全・安心な社会に貢献する「高感度ガスセンサーシステム」の委託研究をスタート

した。国立大学法人東京工業大学とは「匂いセンサー」の開発を進めている。 

ライフサイエンスでは、引き続き「ＳＮＰｓ（スニップ：一塩基遺伝子多型）解析システム」の開発を行い、オ

ーダーメイド医療実現に向けた研究開発活動を推進した。 

エネルギーでは、燃料電池向けに国立大学法人東京工業大学と電解質膜の共同研究、印刷技術と金属微細加工技

術を応用した部材開発を行なっている。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更は
ない。 

  

(2) 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

② 【発行済株式】 

(注) 「提出日現在発行数」には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法に基づき発行さ

れた新株予約権付社債の権利行使を含む。）により発行された株式数は含まれていない。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 2,700,000,000 

計 2,700,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在発行数(株)
(平成18年12月11日) 

上場証券取引所名
又は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 699,412,481 699,412,481 
東京証券取引所
市場第一部 

― 

計 699,412,481 699,412,481 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、下記のとおりである。 

2024年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債（平成16年３月29日発行） 

(注) １ 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

２ 本新株予約権付社債所持人は、平成35年９月30日までは、ある四半期の初日から最終日の期間において、当社普通株式の

終値が、当該四半期の直前の四半期の最後の取引日（以下に定義する。）に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取

引日において、その時に適用のある転換価額の120％を超える場合に限って、本新株予約権を行使することができる。平

成35年10月１日以降の期間においては、本新株予約権付社債所持人は、当社普通株式の終値が少なくとも１取引日におい

てその時に適用のある転換価額の120％を超える場合は、以後いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、

本新株予約権の行使の条件は、以下(イ)、(ロ)及び(ハ)の期間中は適用されない。なお、「取引日」とは、株式会社東京

証券取引所が開設される日をいい、終値が発表されない日を含まない。 

(イ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）による当社の長期債務若しくは

本新株予約権付社債（格付がなされた場合）の格付がＡ＋以下である期間、又は当社の長期債務若しくは本新株予約権

付社債（格付がなされた場合）に関しＲ＆Ｉによる格付がなされなくなった期間、又はＲ＆Ｉによる当社の長期債務若

しくは本新株予約権付社債（格付がなされた場合）の格付が停止若しくは撤回されている期間 

(ロ)当社が、本新株予約権付社債所持人に対し、当社の選択による本社債の繰上償還に係る通知を行った後の期間 

(ハ)当社が存続会社とならない合併、当社の資産の全部若しくは実質上全部の譲渡、当社の会社分割（本新株予約権付社債

に基づく当社の義務が分割先の会社に引き受けられる場合に限る。）又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換

若しくは株式移転が行われる場合、その効力発生予定日の直前30日前の日より当該効力発生予定日の前日までの期間 

３ 新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株予約

権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとする。また、新株予約権が行使されたときには、当該請

求があったものとみなす。 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 12,000 12,000 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 29,556,650 29,556,650 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,030 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年４月29日
～平成36年３月14日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    2,030
資本組入額   1,016 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権は本社債から分離
して譲渡できないものとす
る。 

同左 

新株予約権付社債の残高（百万円） 60,000 60,000 

代用払込みに関する事項 （注）３ 同左 



  

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、下記のとおりである。 

2018年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債（平成18年６月12日発行） 

(注) １ 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

２ 本新株予約権付社債所持人は、平成29年３月31日までは、ある四半期の初日から最終日の期間において、当社普通株式の

終値が、当該四半期の直前の四半期の最後の取引日（以下に定義する。）に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取

引日において、その時に適用のある転換価額の130％を超える場合に限って、本新株予約権を行使することができる。平

成29年４月１日以降の期間においては、本新株予約権付社債所持人は、当社普通株式の終値が少なくとも１取引日におい

てその時に適用のある転換価額の130％を超える場合は、以後いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、

本新株予約権の行使の条件は、以下(イ)、(ロ)及び(ハ)の期間中は適用されない。なお、「取引日」とは、株式会社東京

証券取引所が開設される日をいい、終値が発表されない日を含まない。 

(イ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）による当社の長期債務若しくは

本新株予約権付社債（格付がなされた場合）の格付がＡ以下である期間、又は当社の長期債務若しくは本新株予約権付

社債（格付がなされた場合）に関しＲ＆Ｉによる格付がなされなくなった期間、又はＲ＆Ｉによる当社の長期債務若し

くは本新株予約権付社債（格付がなされた場合）の格付が停止若しくは撤回されている期間 

(ロ)当社が、本新株予約権付社債所持人に対し、当社の選択による本社債の繰上償還に係る通知を行った後の期間 

(ハ)当社が組織再編行為を行う場合、本新株予約権付社債の要項に従い、本新株予約権付社債所持人に対して当該組織再編

行為に関する通知を行った日以降の期間 

３ 新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株予約

権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとする。また、新株予約権が行使されたときには、当該請

求があったものとみなす。 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 7,000 7,000 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 18,324,607 18,324,607 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,910 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月26日
～平成30年５月29日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    1,910
資本組入額    955 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権は本社債から分離
して譲渡できないものとす
る。 

同左 

新株予約権付社債の残高（百万円） 35,000 35,000 

代用払込みに関する事項 （注）３ 同左 



  

  

2026年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債（平成18年６月12日発行） 

(注) １ 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

２ 本新株予約権付社債所持人は、平成37年３月31日までは、ある四半期の初日から最終日の期間において、当社普通株式の

終値が、当該四半期の直前の四半期の最後の取引日（以下に定義する。）に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取

引日において、その時に適用のある転換価額の130％を超える場合に限って、本新株予約権を行使することができる。平

成37年４月１日以降の期間においては、本新株予約権付社債所持人は、当社普通株式の終値が少なくとも１取引日におい

てその時に適用のある転換価額の130％を超える場合は、以後いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、

本新株予約権の行使の条件は、以下(イ)、(ロ)及び(ハ)の期間中は適用されない。なお、「取引日」とは、株式会社東京

証券取引所が開設される日をいい、終値が発表されない日を含まない。 

(イ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）による当社の長期債務若しくは

本新株予約権付社債（格付がなされた場合）の格付がＡ以下である期間、又は当社の長期債務若しくは本新株予約権付

社債（格付がなされた場合）に関しＲ＆Ｉによる格付がなされなくなった期間、又はＲ＆Ｉによる当社の長期債務若し

くは本新株予約権付社債（格付がなされた場合）の格付が停止若しくは撤回されている期間 

(ロ)当社が、本新株予約権付社債所持人に対し、当社の選択による本社債の繰上償還に係る通知を行った後の期間 

(ハ)当社が組織再編行為を行う場合、本新株予約権付社債の要項に従い、本新株予約権付社債所持人に対して当該組織再編

行為に関する通知を行った日以降の期間 

３ 新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株予約

権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとする。また、新株予約権が行使されたときには、当該請

求があったものとみなす。 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 7,000 7,000 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 18,324,607 18,324,607 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,910 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月26日
～平成38年５月29日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    1,910
資本組入額    955 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権は本社債から分離
して譲渡できないものとす
る。 

同左 

新株予約権付社債の残高（百万円） 35,000 35,000 

代用払込みに関する事項 （注）３ 同左 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

(注) １ 当社が当中間会計期間末において保有している自己株式40,566千株(5.80％)については、上記の表中から除いている。 

２ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社信託口の所有株式数は、

全て信託業務に係るものである。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成18年９月30日 ― 699,412 ― 104,986 ― 117,738 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社信託口 

東京都港区浜松町二丁目11－３ 43,700 6.25 

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社信託口 

東京都中央区晴海一丁目８－11 36,715 5.25 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６－６ 29,648 4.24 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13－１ 24,750 3.54 

デポジタリーノミニーズインコ
ーポレーション（常任代理人 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） 

米国ニューヨーク州ニューヨーク市
（東京都千代田区丸の内二丁目７－１） 

17,497 2.50 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７－１ 15,628 2.23 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１－２ 15,628 2.23 

株式会社講談社 東京都文京区音羽二丁目12－21 13,077 1.87 

従業員持株会 東京都千代田区神田和泉町１ 13,075 1.87 

ナッツクムコ（常任代理人 株
式会社みずほコーポレート銀
行） 

米国ニューヨーク州ニューヨーク市
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

11,409 1.63 

計 ― 221,130 31.62 



３ バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社より連名で平成18年10月10日付けで大量保有報告書（変更

報告書）の提出があり、平成18年９月30日現在で23,651千株（株券等保有割合3.38％）を所有している旨の報告を受けて

いるが、当社としては当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含め

ていない。 

（大量保有報告書の内容） 

  

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ信託
銀行株式会社 

東京都渋谷区 
広尾一丁目１－39 

294 0.04 

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ株式
会社 

東京都渋谷区 
広尾一丁目１－39 

6,504 0.93 

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ、エ
ヌ・エイ 

米国カリフォルニア州 
サンフランシスコ市フリ
ーモント・ストリート45 

6,460 0.92 

バークレイズ・グローバ
ル・ファンド・アドバイ
ザーズ 

米国カリフォルニア州 
サンフランシスコ市フリ
ーモント・ストリート45 

4,980 0.71 

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ・オ
ーストラリア・リミテッ
ド 

オーストラリア  ニュ
ー・サウス・ウェールズ
州シドニー ハーリント
ン・ストリート111 

133 0.02 

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ・リ
ミテッド 

英国ロンドン市ロイヤ
ル・ミント・コート１ 

3,724 0.53 

バークレイズ・ライフ・
アシュアランス・カンパ
ニー・リミテッド 

英国ロンドン市ロイヤ
ル・ミント・コート１ ム
ーレイハウス 

74 0.01 

バークレイズ・バンク・
ピーエルシー 

英国ロンドン市チャーチ
ル・プレイス１ 

1,012 0.14 

バークレイズ・キャピタ
ル・セキュリティーズ・
リミテッド 

英国ロンドン市カナリー
ワーフ ノース・コロネー
ド５ 

425 0.06 

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ・カ
ナダ・リミテッド 

カナダ オンタリオ州ト
ロント市 ベイ・ストリ
ート161,2500号 

42 0.01 

計 ― 23,651 3.38 



４ 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループより連名で平成18年11月15日付けで大量保有報告書（変更報告書）の提出

があり、平成18年10月31日現在で39,078千株（株券等保有割合5.58％、潜在株式数を含む）を所有している旨の報告を受

けているが、当社としては当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には

含めていない。 

（大量保有報告書の内容） 

(注) 所有株式数欄には、潜在株式数を含めていない。 

  

５ ゴールドマン・サックス証券東京支店（ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド）より連名で平成18年10月13日

付けで大量保有報告書（変更報告書）の提出があり、平成18年９月30日現在で27,741千株（株券等保有割合3.97％）を所

有している旨の報告を受けているが、当社としては当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないた

め、上記大株主の状況には含めていない。 

（大量保有報告書の内容） 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行 

東京都千代田区 
丸の内二丁目７－１ 

15,628 2.23 

三菱ＵＦＪ信託銀行 
株式会社 

東京都千代田区 
丸の内一丁目４－５ 

16,693 2.39 

三菱ＵＦＪ証券株式会社 
東京都千代田区 
丸の内二丁目４－１ 

1,269 0.18 

三菱ＵＦＪセキュリティ
ーズインターナショナル 

英国ロンドン市ブロード
ゲート６ 

1,716 0.25 

三菱ＵＦＪ投信株式会社 
東京都千代田区 
丸の内一丁目４－５ 

2,874 0.41 

株式会社泉州銀行 
大阪府岸和田市 
宮本町26－15 

10 0.00 

エム・ユー投資顧問 
株式会社 

東京都中央区 
日本橋室町三丁目２－15 

82 0.01 

ＵＦＪニコス株式会社 
東京都文京区 
本郷三丁目33－５ 

50 0.01 

三菱ＵＦＪアセット・マ
ネジメント（ＵＫ） 

英国ロンドン市フィンス
ベリーサーカス12－15 

8 0.00 

計 ― 38,332 5.48 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

ゴールドマン・サック
ス・ジャパン・リミテッ
ド 

英国領バージン・アイラ
ンド トルトラ ロード タ
ウン ロマスコ・プレイス 
ウィックハムズ・ケイ１ 

114 0.02 

ゴールドマン・サック
ス・インターナショナル 

英国 ロンドン市 フリー
ト・ストリート133 ペテ
ルブルグ・コート 

4,191 0.60 

ゴールドマン・サック
ス・アセット・マネジメ
ント Ｌ.Ｐ. 

米国 ニューヨーク州 ニ
ューヨーク市 オールド・
スリップ32 

15,647 2.24 

ゴールドマン・サック
ス・アンド・カンパニー 

米国 ニューヨーク州 ニ
ューヨーク市 ブロード・
ストリート85 

1,206 0.17 

ゴールドマン・サック
ス・アセット・マネジメ
ント株式会社 

東京都港区 
六本木六丁目10－１ 
六本木ヒルズ森タワー 

6,582 0.94 

計 ― 27,741 3.97 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれている。また、「議決権

の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれている。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれている。 

３ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれている。 
  

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

（自己保有株式） 
 普通株式 40,566,000 

― ― 

（相互保有株式） 
 普通株式   433,000 

― ― 

完全議決権株式(その他)  普通株式 651,956,000 651,956 ― 

単元未満株式  普通株式  6,457,481 ― 一単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 699,412,481 ― ― 

総株主の議決権 ― 651,956 ― 

自己保有株式   813株 

相互保有株式 図書印刷株式会社 314〃 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式)       

凸版印刷株式会社 
東京都台東区台東 
一丁目５番１号 

40,566,000 ― 40,566,000 5.80 

(相互保有株式)       

図書印刷株式会社 
東京都港区三田 
五丁目12番１号 

433,000 ― 433,000 0.06 

計 ― 40,999,000 ― 40,999,000 5.86 



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 1,645 1,606 1,426 1,337 1,349 1,339 

最低(円) 1,500 1,404 1,245 1,217 1,283 1,236 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成している。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成している。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の

中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けている。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 
(百万円) 

構成比
(％) 

金額
(百万円) 

構成比
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金 ※２   138,003   146,192    145,427  

２ 受取手形 
  及び売掛金 

※５   420,545 441,586   448,713 

３ 有価証券     25,941   118,407    62,960  

４ たな卸資産     82,410   94,443    83,176  

５ その他     28,290   40,780    33,935  

  貸倒引当金     △4,433   △4,834    △5,240  

  流動資産合計     690,756 43.2  836,576 46.8   768,972 44.5

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産                

 (1) 建物及び 
   構築物 

※1,2 264,664   268,416 265,263   

 (2) 機械装置 
   及び運搬具 

※1,2 197,735   185,098 200,802   

 (3) 土地 ※２ 127,913    130,218   128,249    

 (4) その他 ※1,2 32,011 622,324  51,019 634,752  38,821 633,136  

２ 無形固定資産     23,040   25,676    24,654  

３ 投資その他の 
  資産 

          

 (1) 投資有価 
   証券 

  197,420    221,687   231,491    

 (2) その他   71,061    71,934   73,396    

  貸倒引当金   △4,624 263,857  △3,973 289,648  △4,015 300,873  

  固定資産合計     909,223 56.8  950,077 53.2   958,664 55.5

  資産合計     1,599,979 100.0  1,786,654 100.0   1,727,636 100.0

            



  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 
(百万円) 

構成比
(％) 

金額
(百万円) 

構成比
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

１ 支払手形 
  及び買掛金 

※2,5   300,273 309,376   311,669 

２ 短期借入金 ※２   40,408   20,815    15,276  

３ 一年内返済予定 
  の長期借入金 

※２   2,369 6,330   6,142 

４ 一年内償還の 
  社債 

    200 50,200   200 

５ 未払法人税等     16,471   19,355    23,994  

６ 賞与引当金     16,843   17,510    17,033  

７ 役員賞与引当金     －   285    －  

８ 返品調整引当金     275   233    278  

９ その他 ※５   71,977   80,113    82,146  

流動負債合計     448,819 28.0  504,223 28.2   456,741 26.4

Ⅱ 固定負債                

１ 社債     148,497   129,225    183,256  

２ 新株予約権付 
  社債 

    60,000 130,000    60,000  

３ 長期借入金 ※２   9,971   34,206    39,852  

４ 退職給付引当金     52,799   55,105    55,714  

５ 役員退職慰労 
  引当金 

    3,658 1,649   4,463 

６ その他     22,024   25,124    31,180  

固定負債合計     296,950 18.6  375,312 21.0   374,467 21.7

負債合計     745,769 46.6  879,535 49.2   831,208 48.1

(少数株主持分)                

少数株主持分     89,324 5.6  － －   92,749 5.4

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     104,986 6.6  － －   104,986 6.1

Ⅱ 資本剰余金     117,739 7.3  － －   117,740 6.8

Ⅲ 利益剰余金     553,150 34.6  － －   572,555 33.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    33,302 2.1 － －   48,186 2.8

Ⅴ 為替換算調整勘定     △3,630 △0.2  － －   1,063 0.1

Ⅵ 自己株式     △40,663 △2.6  － －   △40,855 △2.4

資本合計     764,885 47.8  － －   803,678 46.5

負債、少数株主 
持分及び資本 
合計 

    1,599,979 100.0 － －   1,727,636 100.0

            



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 
(百万円) 

構成比
(％) 

金額
(百万円) 

構成比
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     － －  104,986 5.9   － －

２ 資本剰余金     － －  117,742 6.6   － －

３ 利益剰余金     － －  575,493 32.2   － －

４ 自己株式     － －  △44,571 △2.5   － －

株主資本合計     － －  753,651 42.2   － －

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    － － 38,880 2.2   － －

２ 繰延ヘッジ損益     － －  315 0.0   － －

３ 為替換算調整 
  勘定 

    － － △610 △0.1   － －

評価・換算 
差額等合計 

    － － 38,585 2.1   － －

Ⅲ 新株予約権     － －  10 0.0   － －

Ⅳ 少数株主持分     － －  114,871 6.5   － －

純資産合計     － －  907,119 50.8   － －

負債純資産合計     － －  1,786,654 100.0   － －

            



② 【中間連結損益計算書】 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 
(百万円) 

百分比
(％) 

金額
(百万円) 

百分比
(％) 

金額 
(百万円) 

百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     732,853 100.0  751,091 100.0   1,548,208 100.0

Ⅱ 売上原価     600,698 82.0  618,841 82.4   1,258,750 81.3

売上総利益     132,154 18.0  132,250 17.6   289,457 18.7

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※１   94,562 12.9 100,673 13.4   198,372 12.8

営業利益     37,591 5.1  31,576 4.2   91,085 5.9

Ⅳ 営業外収益                

１ 受取利息   363    895   1,358    

２ 受取配当金   1,045    1,100   1,666    

３ 持分法による 
  投資利益 

  2,620   1,304 4,469   

４ 複合金融商品 
  評価益 

  －    4,109   －    

５ 投資事業組合 
  運用益 

  －    3,746   －    

６ 通貨スワップ 
  利益 

  1,700   － 2,601   

７ その他   1,698 7,428 1.0 3,064 14,221 1.9 2,991 13,087 0.8

Ⅴ 営業外費用                

１ 支払利息   1,625    1,663   3,468    

２ 製品補償費用   －    295   －    

３ その他   1,172 2,797 0.3 959 2,918 0.4 7,268 10,736 0.7

経常利益     42,222 5.8  42,880 5.7   93,435 6.0



  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 
(百万円) 

百分比
(％) 

金額
(百万円) 

百分比
(％) 

金額 
(百万円) 

百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益                

１ 固定資産売却益 ※２ 209    83   371    

２ 投資有価証券 
  売却益 

  665   137 928   

３ 貸倒引当金 
  戻入額 

  140   6 14   

４ 関係会社特別 
  退職金戻入額 

  －   482 －   

５ 持分変動利益   － 1,016 0.1 － 709 0.1 905 2,220 0.2

Ⅶ 特別損失                

１ 固定資産 
  除売却損 

※３ 901   1,368 3,864   

２ 投資有価証券 
  評価損 

  575   456 636   

３ 投資有価証券 
  売却損 

  57   3 201   

４ 減損損失 ※４ －    8,720   369    

５ 関係会社株式 
  売却損 

  －    797   －    

６ 連結調整勘定 
  償却額 

  32,606   － 32,606   

７ 土壌汚染対策 
  費用 

  －   － 515   

８ 関係会社厚生 
  年金基金脱退損 

  － 34,140 4.7 － 11,346 1.5 224 38,418 2.5

税金等調整前 
中間(当期) 
純利益 

    9,098 1.2 32,243 4.3   57,238 3.7

法人税、住民税 
及び事業税 

  16,348   18,682 34,073   

法人税等調整額   91 16,439 2.2 1,683 20,365 2.7 △574 33,498 2.1

少数株主利益     3,202 0.4  1,518 0.2   8,591 0.6

中間(当期) 
純利益 

    － － 10,359 1.4   15,148 1.0

中間純損失     10,542 △1.4  － －   － －

            



③ 【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

[中間連結剰余金計算書] 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額
(百万円) 

金額 
(百万円) 

(資本剰余金の部)           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     117,739   117,739 

Ⅱ 資本剰余金増加高           

１ 自己株式処分差益   0 0 1 1 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

117,739 117,740

   

(利益剰余金の部)           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     566,762   566,762 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

１ 中間(当期)純利益   －   15,148   

２ 連結範囲変更に伴う 
  増加高 

3,998 3,998  

３ 持分法適用範囲変更に 
  伴う増加高 

352 4,350 352 19,498

Ⅲ 利益剰余金減少高           

１ 中間純損失   10,542   －   

２ 配当金   7,004   13,260   

３ 役員賞与   415 17,962 445 13,705 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高 

553,150 572,555

   



  

[中間連結株主資本等変動計算書] 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 104,986 117,740 572,555 △40,855 754,427 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当 （注）     △6,935   △6,935 

 役員賞与 （注）     △485   △485 

 中間純利益     10,359   10,359 

 自己株式の取得       △3,726 △3,726 

 自己株式の処分   2   10 12 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)           

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

－ 2 2,938 △3,715 △775 

平成18年９月30日残高(百万円) 104,986 117,742 575,493 △44,571 753,651 

  

評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 
持分 純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 48,186 － 1,063 49,250 － 92,749 896,428 

中間連結会計期間中の変動額               

 剰余金の配当 （注）             △6,935 

 役員賞与 （注）             △485 

 中間純利益             10,359 

 自己株式の取得             △3,726 

 自己株式の処分             12 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △9,306 315 △1,674 △10,665 10 22,121 11,467 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △9,306 315 △1,674 △10,665 10 22,121 10,691 

平成18年９月30日残高(百万円) 38,880 315 △610 38,585 10 114,871 907,119 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額
(百万円) 

金額
(百万円) 

金額 
(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

 9,098 32,243 57,238

減価償却費   35,824 38,392 78,919 

減損損失   － 8,720 369 

連結調整勘定償却額   32,575 － 32,501 

退職給付引当金の増減額   1,376 △607 4,137 

貸倒引当金の減少額   △200 △426 － 

受取利息及び受取配当金   △1,409 △1,995 △3,024 

支払利息   1,625 1,663 3,468 

持分法による投資利益   △2,620 △1,304 △4,469 

投資有価証券評価損   575 456 － 

固定資産売却益   △209 － △371 

固定資産除売却損   901 1,368 3,864 

売上債権の増減額   16,579 6,982 △9,442 

たな卸資産の増加額   △896 △10,866 △1,118 

仕入債務の増減額   △2,016 △2,220 8,240 

その他   △9,050 △16,328 △16,112 

 小計   82,152 56,077 154,200 

利息及び配当金の受取額   1,404 2,009 3,014 

利息の支払額   △1,991 △2,277 △4,022 

法人税等の支払額   △13,880 △23,083 △24,754 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 67,685 32,726 128,438



  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額
(百万円) 

金額
(百万円) 

金額 
(百万円) 

Ⅱ 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 

 △374 △10,000 △1,515 

定期預金の払戻による 
収入 

 9,539 55 11,291 

有価証券の取得による 
支出 

 △1,500 △27,200 △4,500 

有価証券の売却による 
収入 

 5,402 50 8,901 

有形固定資産の 
取得による支出 

 △64,903 △50,430 △103,791

有形固定資産の 
売却による収入 

 907 683 1,213

無形固定資産の 
取得による支出 

 △5,156 △3,059 △8,303

投資有価証券の 
取得による支出 

 △5,618 △10,045 △19,816

投資有価証券の売却及び 
分配金による収入 

 3,881 5,887 10,933

連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による 
支出 

 △59,339 △1,042 △59,339

子会社株式の売却による 
収入 

 － 21,677 － 

その他  351 △1,140 △2,058 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △116,811 △74,564 △166,986

Ⅲ 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   23,345 1,023 △1,735 

長期借入による収入   2,655 1,181 39,540 

長期借入金の返済による 
支出 

  △2,558 △2,504 △6,136 

社債の発行による収入   28,297 － 59,226 

新株予約権付社債の 
発行による収入 

  － 70,221 － 

社債の償還による支出   △200 － △400 

自己株式の取得による 
支出 

  △5,130 △161 △5,331 

配当金の支払額   △7,004 △6,935 △13,260 

少数株主への配当金の 
支払額 

  △1,115 △2,164 △1,699 

その他   992 12 2,427 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 39,282 60,672 72,630



  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額
(百万円) 

金額
(百万円) 

金額 
(百万円) 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 748 112 1,177

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額 

 △9,094 18,947 35,260

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 168,804 206,974 168,804

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金 
  及び現金同等物の増加額 

 2,908 － 2,908

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※ 162,619 225,921 206,974

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) すべての子会社を連結

の範囲に含めている。 

  

(1) すべての子会社を連結

の範囲に含めている。 

  

(1) すべての子会社を連結

の範囲に含めている。 

  

  (2) 連結子会社の数 149社 

主要な連結子会社名 

トッパン・フォーム

ズ㈱ 

㈱トッパン・コスモ 

トッパンレーベル㈱ 

タマポリ㈱ 

㈱フレーベル館 

  

 当中間連結会計期間

より、株式の取得等に

よ り Toppan 

Photomasks,Inc.他 26

社の計27社を連結の範

囲に含めた。 

 また、当中間連結会

計期間において、合併

により連結子会社は三

栄紙器㈱他３社の計４

社が減少した。 

  

(2) 連結子会社の数 149社 

主要な連結子会社名 

トッパン・フォーム

ズ㈱ 

㈱トッパン・コスモ 

トッパンレーベル㈱ 

タマポリ㈱ 

台湾凸版国際彩光股

份有限公司 

Toppan 

Photomasks,Inc. 

  

 当中間連結会計期間

より、新規に設立した

Toppan  Printing 

Greece S.A.他６社の

計７社を連結の範囲に

含めた。 

 また、当中間連結会

計期間において、合併

等により連結子会社は

㈱トッパンプリンティ

ングコミュニケーショ

ンズ他６社の計７社が

減少した。 

  

(2) 連結子会社の数 149社 

主要な連結子会社名 

トッパン・フォーム

ズ㈱ 

㈱トッパン・コスモ 

トッパンレーベル㈱ 

タマポリ㈱ 

台湾凸版国際彩光股

份有限公司 

Toppan 

Photomasks,Inc. 

  

 当連結会計年度よ

り、株式の取得等によ

り Toppan 

Photomasks,Inc.他 29

社の計30社を連結の範

囲に含めた。 

 また、当連結会計年

度において、合併等に

より連結子会社は三栄

紙器㈱他６社の計７社

が減少した。 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1) すべての関連会社に対

して持分法を適用して

いる。 

  

(1) すべての関連会社に対

して持分法を適用して

いる。 

(1) すべての関連会社に対

して持分法を適用して

いる。 

  (2) 持分法適用の関連会社

数       24社 

主要な会社名 

東洋インキ製造㈱ 

図書印刷㈱ 

  

 当中間連結会計期間

において、株式の取得

等 に よ り Advanced 

Mask  Technology 

Center GmbH & Co.KG

他５社の計６社を持分

法適用の関連会社の範

囲に含めた。 

 また、保有株式の売

却 等 に よ り Korea 

Toppan Forms Co.,Ltd

他２社の計３社が持分

法適用の関連会社より

減少した。 

  

(2) 持分法適用の関連会社

数       23社 

主要な会社名 

東洋インキ製造㈱ 

図書印刷㈱ 

  

 当中間連結会計期間

において、新規に設立

した㈱BrandXing１社

を持分法適用の関連会

社の範囲に含めた。 

  

(2) 持分法適用の関連会社

数       22社 

主要な会社名 

東洋インキ製造㈱ 

図書印刷㈱ 

  

 当連結会計年度にお

いて、株式の取得等に

よ り Advanced  Mask 

Technology  Center 

GmbH & Co.KG他５社の

計６社を持分法適用の

関連会社の範囲に含め

た。 

 また、保有株式の売

却 等 に よ り Korea 

Toppan  Forms 

Co.,Ltd.他４社の計５

社が持分法適用の関連

会社より減少した。 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

連結子 会社のうち、

Toppan  Printing  Co., 

(Shanghai) Ltd. 他37社の

中間決算日は６月30日であ

り、中間連結決算日との差

は３か月以内である為、中

間連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の中間

財務諸表を使用し、中間連

結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結

上必要な調整を行ってい

る。 

Toppan Photomasks,Inc.

他10社の中間決算日は12月

31日であり、中間連結決算

日現在で中間決算に準じた

仮決算を行った中間財務諸

表を使用している。 

Taiwan  Toppan 

Photomasks  Investment 

Co.,Ltd.他３社の中間決算

日は６月30日であり、中間

連結決算日現在で中間決算

に準じた仮決算を行った中

間財務諸表を使用してい

る。 

東京書籍㈱他６社の中間

決算日は２月28日である

為、８月31日現在で中間決

算に準じた仮決算を行った

中間財務諸表を使用してお

り、また、東京書籍印刷㈱

の中間決算日は１月31日で

ある為、７月31日現在で中

間決算に準じた仮決算を行

った中間財務諸表を使用し

ている。なお、中間連結決

算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っている。 

  

連結子 会社のうち、

Toppan  Printing  Co., 

(Shanghai) Ltd. 他35社の

中間決算日は６月30日であ

り、中間連結決算日との差

は３か月以内である為、中

間連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の中間

財務諸表を使用し、中間連

結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結

上必要な調整を行ってい

る。 

東京書籍印刷㈱の中間決

算日は１月31日であり、中

間連結決算日現在で中間決

算に準じた仮決算を行った

中間財務諸表を使用してい

る。なお、当中間連結会計

期間より仮決算日を７月31

日から９月30日に変更して

いる。 

東京書籍㈱他４社の中間

決算日は２月28日であり、

中間連結決算日現在で中間

決算に準じた仮決算を行っ

た中間財務諸表を使用して

いる。なお、当中間連結会

計期間より仮決算日を８月

31日から９月30日に変更し

ている。 

Toppan  Photomasks 

Company  Ltd.,Shanghaiの

中間決算日は６月30日であ

り、中間連結決算日現在で

中間決算に準じた仮決算を

行った中間財務諸表を使用

している。 

  

連結子 会社のうち、

Toppan  Printing  Co., 

(Shanghai) Ltd. 他31社の

決算日は12月31日であり、

連結決算日との差は３か月

以内である為、連結財務諸

表の作成にあたっては、同

日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っている。 

東京書籍印刷㈱の決算日

は７月31日であり、連結決

算日現在で本決算に準じた

仮決算を行った財務諸表を

使用している。 

東京書籍㈱他６社の決算

日は８月31日であり、連結

決算日現在で本決算に準じ

た仮決算を行った財務諸表

を使用している。 

Taiwan  Toppan 

Photomasks  Investment 

Co.,Ltd.他２社の決算日は

12月31日であり、連結決算

日現在で本決算に準じた仮

決算を行った財務諸表を使

用している。 

なお、Toppan  Printing 

Co.(America),Inc.他 ４ 社

は決算日を12月31日から３

月31日に変更した為、当連

結会計年度における各社の

会計期間は15か月となって

いる。 



  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

  ａ 有価証券 

 イ 満期保有目的の債券 

…償却原価法 

(定額法) 

 ロ その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間連結決算日

の市場価格等に

基づく時価法

（評価差額は全

部資本直入法に

より処理し、売

却原価は主とし

て移動平均法に

より算定してい

る。） 

時価のないもの 

…主として移動平

均法による原価

法 

 なお、投資事業

有限責任組合及び

それに類する組合

への出資（証券取

引法第２条第２項

により有価証券と

みなされるもの）

については、組合

契約に規定される

決算報告日に応じ

て入手可能な最近

の決算書を基礎と

し、持分相当額を

純額で取り込む方

法によっている。 

ａ 有価証券 

 イ 満期保有目的の債券 

 同左 

  

 ロ その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間連結決算日

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、

売却原価は主と

して移動平均法

により算定して

いる。） 

時価のないもの 

 同左 

  

ａ 有価証券 

 イ 満期保有目的の債券 

 同左 

  

 ロ その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算期末日の市

場価格等に基づ

く時価法（評価

差額は全部資本

直入法により処

理し、売却原価

は主として移動

平均法により算

定している。） 

  

時価のないもの 

 同左 

  ｂ デリバティブ 

 時価法 

ｂ デリバティブ 

 同左 

ｂ デリバティブ 

 同左 

  ｃ たな卸資産 

 製品・仕掛品につ

いては、主として売

価還元法による原価

法により評価してい

る。 

 なお、連結子会社

のうちトッパン・フ

ォームズ㈱は、個別

法による原価法によ

り評価している。 

  

ｃ たな卸資産 

 同左 

ｃ たな卸資産 

 同左 

  



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   また、一部の連結

子会社の商品につい

ては、主として先入

先出法による原価法

により評価してい

る。 

 原材料について

は、主として移動平

均法による原価法、

貯蔵品については、

主として最終仕入原

価法により評価して

いる。 

  

    



  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

  ａ 有形固定資産 

 主として建物(建物

附属設備を除く)は定

額法、建物以外につい

ては定率法を採用して

いる。 

 なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

る。 

建物及び構築物 

…８～50年 

機械装置及び運搬具 

 …２～15年 

ａ 有形固定資産 

 主として建物(建物

附属設備を除く)は定

額法、建物以外につい

ては定率法を採用して

いる。 

 なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

る。 

建物及び構築物 

…８～50年 

機械装置及び運搬具 

 …２～15年 

 （追加情報） 

 従来、当社の製造装

置の一部について、急

速な技術進歩を勘案

し、耐用年数を４年と

していたが、製造設備

の大型化、技術革新及

び製品のライフサイク

ルの安定化の状況を踏

まえ、過去の実績に基

づく平均耐用年数を勘

案し、当中間連結会計

期間より使用可能年数

に基づき、５年に変更

した。 

 この結果、従来の方

法と比較して、営業利

益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益

が、それぞれ355百万

円増加している。な

お、セグメント情報に

与える影響は「セグメ

ント情報」に記載して

いる。 

ａ 有形固定資産 

  同左 

  ｂ 無形固定資産 

 主として定額法を採

用している。 

 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

く定額法を採用してい

る。 

  

ｂ 無形固定資産 

  同左 

ｂ 無形固定資産 

  同左 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (3) 重要な引当金の計上基

準 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

  ａ 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等

の貸倒損失に備えるた

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

している。 

ａ 貸倒引当金 

  同左 

ａ 貸倒引当金 

  同左 

  ｂ 賞与引当金 

 従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に

基づき計上している。 

ｂ 賞与引当金 

  同左 

ｂ 賞与引当金 

  同左 

  ――――― ｃ 役員賞与引当金 

 役員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、当連結会計年度

における支給見込額の

当中間連結会計期間負

担額を計上している。 

――――― 

  ｄ 返品調整引当金 

 出版物の返品による

損失に備えるため、過

去の返品率に基づいて

計上している。 

  

ｄ 返品調整引当金 

  同左 

ｄ 返品調整引当金 

  同左 



  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ｅ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計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

中間連結会計期間末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ている。 

 過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間内の一

定の年数(主として５

年)による定額法によ

り費用処理している。 

 数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間内

の一定の年数(主とし

て15年)による定額法

により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理す

ることとしている。 

 なお、一部の連結子

会社は確定拠出型の企

業年金制度を採用して

いるため、引当金を計

上していない。 

  

ｅ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計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

中間連結会計期間末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ている。 

 過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間内の一

定の年数(主として５

年)による定額法によ

り費用処理している。 

 数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間内

の一定の年数(主とし

て15年)による定額法

により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理す

ることとしている。 

 なお、一部の連結子

会社は確定拠出型の企

業年金制度を採用して

いるため、引当金を計

上していない。 

 （追加情報） 

 当社及び一部の連結

子会社は、平成18年４

月１日より退職給付制

度を従来の最終給与比

例制からポイント制へ

移行した。これに伴い

発生した過去勤務債務

（7,745百万円の退職

給付債務の減額）につ

いては、発生時におけ

る従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年

数（５年または15年）

による定額法により按

分した額を、当中間連

結会計期間から処理し

ている。 

  

ｅ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計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

連結会計年度末におい

て発生していると認め

られる額を計上してい

る。 

 過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間内の一

定の年数(主として５

年)による定額法によ

り費用処理している。 

 数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間内

の一定の年数(主とし

て15年)による定額法

により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理す

ることとしている。 

 なお、一部の連結子

会社は確定拠出型の企

業年金制度を採用して

いるため、引当金を計

上していない。 



  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ｆ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の

支出に備えるため、役

員退職慰労金規程に基

づく中間期末要支給額

を計上している。 

  

ｆ 役員退職慰労引当金 

 一部の連結子会社

は、役員の退職慰労金

の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に

基づく中間期末要支給

額を計上している。 

 なお、当社及び連結

子会社であるトッパ

ン・フォームズ株式会

社は、役員の退職慰労

金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規

程に基づく期末要支給

額を計上していたが、

平成18年６月29日開催

の両社の株主総会決議

に基づき、役員退職慰

労引当金制度を廃止し

た。これに伴い、当該

株主総会終結時までの

在任期間に対応する退

職慰労金については、

退任時に打ち切り支給

することが承認され

た。 

 これにより当中間連

結会計期間において、

役員退職慰労引当金を

該当会社分については

全額取崩し、打ち切り

支給額の未払分につい

ては、固定負債の「そ

の他」に含めて表示し

ている。 

  

ｆ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の

支出に備えるため、役

員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計

上している。 

  



  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務

は、中間連結決算日の

直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額

は損益として処理して

いる。なお、在外子会

社等の資産及び負債並

びに収益及び費用は、

中間連結決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は少

数株主持分及び資本の

部における為替換算調

整勘定に含めて計上し

ている。 

  

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務

は、中間連結決算日の

直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額

は損益として処理して

いる。なお、在外子会

社等の資産及び負債並

びに収益及び費用は、

中間連結決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は純

資産の部における為替

換算調整勘定及び少数

株主持分に含めて計上

している。 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務

は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理してい

る。なお、在外子会社

等の資産及び負債並び

に収益及び費用は、連

結決算日の直物為替相

場により円貨に換算

し、換算差額は少数株

主持分及び資本の部に

おける為替換算調整勘

定に含めて計上してい

る。 

  

  (5) 重要なリース取引の処

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

っている。 

  

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

 同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

 同左 

  (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

  ａ ヘッジ会計の方法 

 主として繰延ヘッジ

処理を適用している。

ただし、為替予約の一

部については振当処理

の要件を満たしている

場合は振当処理を、金

利スワップについては

特例処理の要件を満た

している場合には特例

処理を適用している。 

ａ ヘッジ会計の方法 

  同左 

ａ ヘッジ会計の方法 

  同左 

  ｂ ヘッジ手段とヘッジ

対象 

  

ヘッジ手段   ヘッジ対象   

為替予約   外貨建債権債
務及び外貨建
予定取引 

金利 
スワップ 

  社債及び借入
金 

ｂ ヘッジ手段とヘッジ

対象 

  同左 

ｂ ヘッジ手段とヘッジ

対象 

  同左 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ｃ ヘッジ方針  

 主として、当社の内

部規程である「金融商

品リスク管理規程」及

び「リスク管理ガイド

ライン」に基づき、為

替変動リスク及び金利

変動リスクをヘッジし

ている。 

ｃ ヘッジ方針  

  同左 

ｃ ヘッジ方針  

  同左 

  ｄ ヘッジ有効性評価の

方法 

 ヘッジ開始時から有

効性判定時点までの期

間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場

変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計を比

較し、両者の変動額等

を基礎にして有効性の

判定を行っている。た

だし、金利スワップに

ついては、特例処理の

要件に該当すると判定

される場合には、有効

性の判定は省略してい

る。 

  

ｄ ヘッジ有効性評価の

方法 

  同左 

ｄ ヘッジ有効性評価の

方法 

  同左 

  (7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本と

なる重要な事項 

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本と

なる重要な事項 

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

  ａ 繰延資産の処理方法 

 イ 新株発行費 

 支出時に全額費用と

して処理している。 

ａ 繰延資産の処理方法 

 イ 社債発行費 

 支出時に全額費用と

して処理している。 

ａ 繰延資産の処理方法 

 イ 新株発行費 

 支出時に全額費用と

して処理している。 

 ロ 社債発行費 

 支出時に全額費用と

して処理している。 

 ハ 社債発行差金 

 発行時に全額費用と

して処理している。 

  ｂ 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

式により処理し、仮受

消費税等と仮払消費税

等を相殺し、流動負債

の「その他」に含めて

表示している。 

  

ｂ 消費税等の会計処理 

  同左 

ｂ 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

方式によっている。 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ｃ 法人税等の会計処理 

 当中間連結会計期間

に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当連

結会計年度の利益処分

において予定している

固定資産圧縮積立金の

積立及び取崩しを前提

として計算している。 

  

ｃ 法人税等の会計処理 

 当中間連結会計期間

に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当連

結会計年度に予定して

いる固定資産圧縮積立

金の積立及び取崩しを

前提として計算してい

る。 

――――― 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

 中間連結キャッシュ・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

る短期投資からなってい

る。 

  

   同左  連結キャッシュ・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

期投資からなっている。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――― （役員賞与に関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号 平成17年11月29日）を

適用している。これにより営業利

益、経常利益及び税金等調整前中間

純利益は、それぞれ341百万円減少

している。 

また、セグメント情報に与える影

響は「セグメント情報」に記載して

いる。 

  

――――― 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「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）を適用している。 

これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、791,921百万円であ

る。 

なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成している。 

  

――――― 

――――― （ストック・オプション等に関する

会計基準） 

当中間連結会計期間より、「スト

ック・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成17

年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号

平成18年５月31日）を適用してい

る。これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、そ

れぞれ10百万円減少している。 

また、セグメント情報に与える影

響は「セグメント情報」に記載して

いる。 

  

――――― 



  
表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

(中間連結貸借対照表関係) ――――― 

  「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用されたこと及び「金融商品会計に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平

成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当中間連

結会計期間から投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）を、投資その他の資産「その

他」として表示する方法から、「投資有価証券」とし

て表示する方法に変更した。 

  なお、当中間連結会計期間の「投資有価証券」に含

まれる当該出資の額は5,341百万円であり、前中間連

結会計期間における投資その他の資産「その他」に含

まれている当該出資の額は4,526百万円である。 

  

  

(中間連結損益計算書関係) (中間連結損益計算書関係) 

１ 前中間連結会計期間において独立掲記していた「連

結調整勘定償却額」(当中間連結会計期間62百万円)

は、営業外収益の総額の100分の10以下となったた

め、「中間連結財務諸表規則」の規定により、当中間

連結会計期間においては営業外収益の「その他」に含

めて表示している。 

  

１ 前中間連結会計期間において独立掲記していた「通

貨スワップ利益」(当中間連結会計期間764百万円)

は、営業外収益の総額の100分の10以下となったた

め、「中間連結財務諸表規則」の規定により、当中間

連結会計期間においては営業外収益の「その他」に含

めて表示している。 

  

２ 前中間連結会計期間において独立掲記していた「解

体撤去費用」(当中間連結会計期間157百万円)は、営

業外費用の総額の100分の10以下となったため、「中

間連結財務諸表規則」の規定により、当中間連結会計

期間においては営業外費用の「その他」に含めて表示

している。 

２ 前中間連結会計期間において営業外収益の「その

他」に含めていた「複合金融商品評価益」は営業外収

益の総額の100分の10を超えたため、「中間連結財務

諸表規則」の規定により、当中間連結会計期間より区

分掲記している。 

  なお、前中間連結会計期間の営業外収益の「その

他」に含まれる「複合金融商品評価益」は14百万円で

ある。 

  

  ３ 前中間連結会計期間において営業外収益の「その

他」に含めていた「投資事業組合運用益」は、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため、「中間連結財

務諸表規則」の規定により、当中間連結会計期間より

区分掲記している。 

  なお、前中間連結会計期間の営業外収益の「その

他」に含まれる「投資事業組合運用益」は94百万円で

ある。 

  

  ４ 前中間連結会計期間において営業外費用の「その

他」に含めていた「製品補償費用」は、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため、「中間連結財務諸表

規則」の規定により、当中間連結会計期間より区分掲

記している。 

  なお、前中間連結会計期間の営業外費用の「その

他」に含まれる「製品補償費用」は201百万円であ

る。 

  



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

１ 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めていた「連結調整勘

定償却額」は重要性が増加したため、当中間連結会計

期間より区分掲記している。 

なお、前中間連結会計期間の営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれる「連結調整勘定

償却額」は△602百万円である。 

  

２ 前中間連結会計期間において投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めていた「定期預金の

払戻による収入」は重要性が増加したため、当中間連

結会計期間より区分掲記している。 

なお、前中間連結会計期間の投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれる「定期預金の払

戻による収入」は120百万円である。 

  

３ 前中間連結会計期間において財務活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めていた「長期借入に

よる収入」は重要性が増加したため、当中間連結会計

期間より区分掲記している。 

なお、前中間連結会計期間の財務活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれる「長期借入によ

る収入」は35百万円である。 

  

１ 前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却

額」として独立掲記していたものは、当中間連結会計

期間において「のれんの償却額」と表示することとな

ったが、重要性が減少したため、当中間連結会計期間

においては営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含めて表示している。 

なお、当中間連結会計期間の営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれる「のれんの償却

額」は65百万円である。 

  

２ 前中間連結会計期間において独立掲記していた「固

定資産売却益」（当中間連結会計期間△83百万円）は

重要性が減少したため、当中間連結会計期間において

は営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

含めて表示している。 

  

  



  
追加情報 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（連結調整勘定の償却） 

連結調整勘定については、発生時

にその全額を償却している。また、

持分法適用会社に係る連結調整勘定

相当額についても発生時にその全額

を償却している。 

なお、平成17年４月23日に米国デ

ュポンフォトマスク社（現トッパン 

フォトマスクス インク）の買収手

続を完了し、当社の100％子会社と

なった。 

同社の事業であるフォトマスク事

業は、半導体事業と密接に関連して

おり、変化の激しい半導体市況の影

響を受けている。また、半導体事業

の急速な技術進歩等による新製品の

導入が今後も予測されることから、

フォトマスク事業も高付加価値製品

の供給のための技術開発競争が一層

激化すると見込まれるため、今後の

需要動向について予測することが極

めて困難な状況にある。 

従って、その効果の発現期間を合

理的に見積もることが困難であるた

め、同社の買収に際し発生した連結

調整勘定については、当中間連結会

計期間に一括償却を行い特別損失に

計上している。 

  

――――― ――――― 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

857,632百万円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

920,816百万円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

893,767百万円 

  

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

(1) 担保に供している資産の額 

  

(2) 担保付債務の額 

  

現金及び預金 906百万円

建物及び構築物 3,806  

機械装置及び 
運搬具 

514  

土地 2,055  

有形固定資産 
その他 

48  

計 7,330  

支払手形及び 
買掛金 

12百万円

短期借入金 765  

一年内返済予定
の長期借入金 

638  

長期借入金 2,023  

計 3,440  

(1) 担保に供している資産の額 

  

(2) 担保付債務の額 

  

現金及び預金 30百万円

建物及び構築物 4,013  

機械装置及び
運搬具 

491  

土地 2,055  

有形固定資産
その他 

49  

計 6,638  

支払手形及び
買掛金 

4百万円

一年内返済予定
の長期借入金 

217  

長期借入金 1,773  

計 1,994  

(1) 担保に供している資産の額 

  

(2) 担保付債務の額 

現金及び預金 30百万円 

建物及び構築物 3,698  

機械装置及び 
運搬具 

504  

土地 2,055  

有形固定資産 
その他 

51  

計 6,339  

支払手形及び 
買掛金 

9百万円 

一年内返済予定
の長期借入金 

618  

長期借入金 1,680  

計 2,308  

 ３ 保証債務  ３ 保証債務  ３ 保証債務 

(1) 連結会社以外の会社の金融

機関等からの借入に対する

保証 

上記＊１及び＊２について

は外貨建保証債務額であ

り、中間期末日の為替相場

により円換算している。 

＊１ 53百万円 

(476千米ドル) 

＊２ 3,827百万円 

(28,114千ユーロ) 

  

   百万円

日野オフセット 
印刷㈱ 

25  

P.T.MATSUZAWA 
PELITA 
FURNITURE 
INDONESIA 

53 ＊１

Maskhouse 
Building 
Administration 
GmbH & Co.KG 

3,827 ＊２

計 3,906  

(1) 連結会社以外の会社の金融

機関等からの借入に対する

保証 

上記＊１及び＊２について

は外貨建保証債務額であ

り、中間期末日の為替相場

により円換算している。 

＊１ 56百万円 

(476千米ドル) 

＊２ 2,132百万円 

(14,240千ユーロ) 

  

   百万円

P.T.MATSUZAWA
PELITA 
FURNITURE 
INDONESIA 

56 ＊１

Maskhouse 
Building 
Administration 
GmbH & Co.KG 

2,132 ＊２

計 2,188  

(1) 連結会社以外の会社の金融

機関等からの借入に対する

保証 

上記＊１及び＊２について

は外貨建保証債務額であ

り、連結決算日の為替相場

により円換算している。 

＊１ 55百万円 

(476千米ドル) 

＊２ 2,210百万円 

(15,476千ユーロ) 

 百万円 

P.T.MATSUZAWA  
PELITA 
FURNITURE 
INDONESIA 

55 ＊１ 

Maskhouse 
Building 
Administration 
GmbH & Co.KG 

2,210 ＊２ 

計 2,266  



  

  

  

次へ 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

(2) 従業員住宅借入金に対する

保証 

17百万円 

  

(2) 従業員住宅借入金に対する

保証 

16百万円 

  

(2) 従業員住宅借入金に対する

保証 

17百万円 

  

(3) 勤労者財産形成促進法に基

づく従業員の銀行からの借

入金に対する保証 

13百万円 

  

(3) 勤労者財産形成促進法に基

づく従業員の銀行からの借

入金に対する保証 

9百万円 

  

(3) 勤労者財産形成促進法に基

づく従業員の銀行からの借

入金に対する保証 

12百万円 

  

(4) 取引先のリース契約に対す

る保証 

  

メトロ㈱ 199百万円

(4) 取引先のリース契約に対す

る保証 

  

メトロ㈱ 120百万円

(4) 取引先のリース契約に対す

る保証 

  

メトロ㈱ 159百万円 

(5) 関連会社の設備購入債務に

対する保証 

上記については外貨建保証

債務額であり、中間期末日

の為替相場により円換算し

ている。 

   2,741百万円 

(20,139千ユーロ) 

  

Advanced Mask 

Technology 
Center GmbH & 
Co.KG 

2,741百万円

(5) 関連会社の設備購入債務に

対する保証 

上記については外貨建保証

債務額であり、中間期末日

の為替相場により円換算し

ている。 

   2,995百万円 

(20,002千ユーロ) 

  

Advanced Mask

Technology 
Center GmbH &
Co.KG 

2,995百万円

(5) 関連会社の設備購入債務に

対する保証 

上記については外貨建保証

債務額であり、連結決算日

の為替相場により円換算し

ている。 

   3,332百万円 

(23,333千ユーロ) 

Advanced Mask 

Technology 
Center GmbH & 
Co.KG 

3,332百万円 

  

 ４ 受取手形割引高 11百万円

  

 ４ 受取手形割引高 98百万円

  

 ４ 受取手形割引高 9百万円

――――― ※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

満期日をもって決済処理をして

いる。当中間連結会計期間末日

（銀行休業日）満期の手形は次

のとおりである。 

  

   

 受取手形 6,909百万円

 支払手形 11,615  

 設備支払手形 
（流動負債その他）

9,428  

――――― 



(中間連結損益計算書関係) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販管費及び一般管理費のうち

主要な項目及び金額 

  

支払運賃 14,163百万円

役員報酬・ 
給料諸手当 

30,334  

賞与引当金 
繰入額 

6,507  

退職給付費用 1,207  

役員退職慰労 
引当金繰入額 

313  

旅費 3,196  

研究開発費 9,504  

※１ 販管費及び一般管理費のうち

主要な項目及び金額 

  

支払運賃 15,864百万円

貸倒引当金 
繰入額 

102  

役員報酬・ 
給料諸手当 

31,392  

賞与引当金 
繰入額 

6,531  

役員賞与 
引当金繰入額 

285  

退職給付費用 1,076  

役員退職慰労 
引当金繰入額 

186  

旅費 3,478  

研究開発費 10,817  

※１ 販管費及び一般管理費のうち

主要な項目及び金額 

  

支払運賃 31,796百万円

貸倒引当金 
繰入額 

741  

役員報酬・ 
給料諸手当 

68,812  

賞与引当金 
繰入額 

6,590  

退職給付費用 2,294  

役員退職慰労 
引当金繰入額 

1,200  

旅費 6,587  

研究開発費 21,448  

※２ 固定資産売却益のうち主なも

の 

  

土地 191百万円

※２ 固定資産売却益のうち主なも

の 

  

建物及び
構築物 

71

 

百万円

  

※２ 固定資産売却益のうち主なも

の 

土地 275百万円

※３ 固定資産除売却損のうち主な

もの 

  

機械装置及び 
運搬具 

518百万円

※３ 固定資産除売却損のうち主な

もの 

  

機械装置及び
運搬具 

1,137百万円

※３ 固定資産除売却損のうち主な

もの 

  

機械装置及び 
運搬具 

2,173百万円



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――― ※４ 減損損失 

当社グループは、事業用資産につ

いては原則として各工場を、遊休資

産についてはそれぞれ個別の物件を

単位としてグルーピングを行ってお

り、回収可能価額の算定に当たって

は、原則として遊休資産は正味売却

価額、その他の資産は使用価値を適

用している。なお、正味売却価額

は、主として不動産鑑定評価額を使

用し、使用価値は将来キャッシュ・

フローを14～17％で割り引いて算定

している。 

その結果、当中間連結会計期間に

おいて、以下の資産グループについ

て帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額8,720百万円を減損

損失として特別損失に計上した。 
  

  
リアプロジェクションテレビ用ス

クリーン製造設備は、北米における

大画面テレビ市場の競争激化によ

り、また印刷製本設備は北米市場で

の需要低迷により、事業環境が悪化

したためである。また、現状遊休と

なっている土地は、継続的な地価の

下落等により市場価格が著しく低下

していることによるものである。 

なお、減損損失額の内訳は、リア

プロジェクションテレビ用スクリー

ン製造設備8,115百万円、印刷製本

設備602百万円、遊休資産３百万円

であり、資産種類別には建物及び構

築物5,134百万円、機械装置及び運

搬具3,519百万円、土地３百万円、

その他64百万円である。 

  

場所 用途 種類

アメリカ 
合衆国 
カリフォル 
ニア州 

リアプロ
ジェクシ
ョンテレ
ビ用スク
リーン 
製造設備

建物及び
構築物 
及び機械
装置等 

アメリカ 
合衆国 
ニュージャ 
ージー州 

印刷製本
設備 

建物及び
構築物 
及び機械
装置等 

静岡県 
伊豆市 

遊休資産 土地

※４ 減損損失 

当社グループは、事業用資産につ

いては原則として各工場を、遊休資

産についてはそれぞれ個別の物件を

単位としてグルーピングを行ってお

り、回収可能価額の算定に当たって

は、原則として遊休資産は正味売却

価額、その他の資産は使用価値を適

用している。なお、正味売却価額

は、主として不動産鑑定評価額を使

用し、使用価値は将来キャッシュ・

フローを５％で割り引いて算定して

いる。 

その結果、当連結会計年度におい

て遊休となった研究施設について、

地価の下落等により市場価格が著し

く低下していることから、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減

少額369百万円を減損損失として特

別損失に計上した。 

なお、資産種類別の内訳は、建物

及び構築物214百万円、土地152百万

円、機械装置及び運搬具２百万円、

その他０百万円である。 
  
場所 用途 種類 
茨城県
つくば市 

遊休資産 
土地及び 
建物等 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９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 

  
(注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加2,895千株は、連結子会社からの買受けによる増加1,799千株、持分法適用関連会社が

取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分977千株及び単元未満株式の買取請求による増加118千株である。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少９千株は、単元未満株式の買増請求によるものである。 

  
  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  

  前連結会計 

年度末株式数 

（千株） 

当中間連結会計 

期間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計 

期間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計 

期間末株式数 

（千株） 

  発行済株式     

   普通株式 699,412 － － 699,412 

   合計 699,412 － － 699,412 

  自己株式     

   普通株式 38,914 2,895 9 41,800 

   合計 38,914 2,895 9 41,800 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 当中間連結
会計期間 
末残高 
（百万円）

前連結
会計年度末

当中間連結
会計期間 
増加 

当中間連結
会計期間 
減少 

当中間連結 
会計期間末 

連結子会社 － － － － － － 10 

合計 － － － － － 10 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 6,955百万円 10円50銭 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年11月８日 
取締役会 

普通株式 6,588百万円 利益剰余金 10円00銭 平成18年９月30日 平成18年12月８日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

(平成17年９月30日) 

  

現金及び預金勘定 138,003百万円

有価証券勘定 25,941  

計 163,944  

預入期間が3か月 
を超える 
定期預金 

△823  

償還期間が3か月 
を超える債券等 

△501  

現金及び 
現金同等物 

162,619  

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

(平成18年９月30日) 

  

現金及び預金勘定 146,192百万円

有価証券勘定 118,407  

計 264,600  

預入期間が3か月
を超える 
定期預金 

△10,387  

償還期間が3か月
を超える債券等 

△28,291  

現金及び 
現金同等物 

225,921  

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結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３月31日) 

  

現金及び預金勘定 145,427百万円

有価証券勘定 62,960  

計 208,387  

預入期間が3か月 
を超える 
定期預金 

△388  

償還期間が3か月 
を超える債券等 

△1,025   

現金及び
現金同等物 

206,974  



(リース取引関係) 

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 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 

(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

び中間期末残高相当額 

１ 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 

(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

び中間期末残高相当額 

１ 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 

(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 

中間 
期末残高
相当額 

  (百万円) (百万円) (百万円)
建物及び 
構築物 148 92 55

機械装置 
及び運搬具 44,960 30,094 14,865

その他 15,235 10,797 4,438

合計 60,344 40,984 19,359

  
取得価額
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間
期末残高
相当額 

  (百万円) (百万円) (百万円)
建物及び 
構築物 125 94 31

機械装置 
及び運搬具 44,845 30,058 14,786

その他 13,056 8,939 4,117

合計 58,027 39,091 18,935

取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

(百万円) (百万円) (百万円)
建物及び
構築物 130 87 43 

機械装置
及び運搬具

46,863 29,424 17,438 

その他 13,853 9,297 4,555 

合計 60,847 38,809 22,037 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

１年内 11,248百万円

１年超 18,749  

合計 29,997  

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

１年内 11,332百万円

１年超 18,428  

合計 29,760  

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 11,949百万円 

１年超 20,619  

合計 32,568  

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 7,135百万円

減価償却費 
相当額 

6,444  

支払利息 
相当額 

426  

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 7,104百万円

減価償却費 
相当額 

6,989  

支払利息 
相当額 

409  

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 14,037百万円

減価償却費 
相当額 

13,101  

支払利息 
相当額 

840  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 有形固定資産 

 リース期間を耐用年数と

して、残存価額を10％とす

る定率法の償却額に９分の

10を乗じた方法によってい

る。 

 その他の固定資産 

リース期間を耐用年数と

して、残存価額を零とする

定額法によっている。 

(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 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件

の取得価額相当額の差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っている。 

(5) 利息相当額の算定方法 

 同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

 同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1,837百万円

１年超 9,458  

合計 11,295  

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1,944百万円

１年超 9,311  

合計 11,255  

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1,857百万円 

１年超 9,598  

合計 11,456  



(有価証券関係) 

 前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 
  

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについては０百万円の減損処理を行っている。なお、株式

の減損にあたっては、当中間連結会計期間末日における当該銘柄の時価が、取得原価に対し50％以上下落した場合には「著

しい下落」があったものとし、減損処理を行っている。また、取得原価に対する時価の下落率が50％未満であっても、当該

個別銘柄の中間連結会計期間末日以前過去１年間の株価推移等を勘案して、一時的な時価の下落と認められないものについ

ては、減損処理を行っている。 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
  

  

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 国債・地方債等 150 150 0 

(2) 社債 5,300 5,311 11 

(3) その他 323 323 － 

合計 5,773 5,786 12 

区分 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 51,543 104,912 53,369 

(2) 債券       

社債 2,000 1,957 △43 

(3) その他 13,196 13,756 559 

合計 66,741 120,626 53,885 

内容 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券   

コマーシャル・ペーパー 14,999 

(2) その他有価証券   

非上場株式 14,623 

非上場の外国債券 1 

非公募の内国債券 272 

優先出資証券 5,000 

組合契約出資持分 5,341 

マネー・マネジメント・ファンド等 10,440 

合計 50,679 



 当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 
  

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについては331百万円の減損処理を行っている。なお、株式

の減損にあたっては、当中間連結会計期間末日における当該銘柄の時価が、取得原価に対し50％以上下落した場合には「著

しい下落」があったものとし、減損処理を行っている。また、取得原価に対する時価の下落率が50％未満であっても、当該

個別銘柄の中間連結会計期間末日以前過去１年間の株価推移等を勘案して、一時的な時価の下落と認められないものについ

ては、減損処理を行っている。 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
  

  

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 国債・地方債等 100 100 △0 

(2) 社債 4,000 3,862 △137 

(3) その他 2,037 2,037 － 

合計 6,137 6,000 △137 

区分 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 58,533 123,179 64,646 

(2) 債券       

社債 1,501 1,461 △40 

(3) その他 19,131 18,682 △449 

合計 79,166 143,323 64,156 

内容 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券   

コマーシャル・ペーパー 74,468 

ミディアム・ターム・ノート 27,200 

(2) その他有価証券   

非上場株式 15,008 

非上場の外国債券 1 

非公募の内国債券 1,267 

優先出資証券 4,000 

組合契約出資持分 2,199 

マネー・マネジメント・ファンド等 15,648 

合計 139,794 



 前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 
  

(注) １ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価

損636百万円を計上している。 

２ 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式については62百万円の減損処理を行っている。なお、当該株

式の減損にあたっては、当連結会計年度末日における当該銘柄の時価が、取得原価に対し50％以上下落した場合には「著

しい下落」があったものとし、減損処理を行っている。また、取得原価に対する時価の下落率が50％未満であっても、当

該個別銘柄の連結会計年度末日以前過去１年間の株価推移等を勘案して、一時的な時価の下落と認められないものについ

ては、減損処理を行っている。 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
  

  

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 国債・地方債等 150 150 0 

(2) 社債 4,000 4,021 22 

(3) その他 2,354 2,354 － 

合計 6,504 6,525 21 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 54,744 129,382 74,637 

(2) 債券       

社債 1,500 1,488 △12 

(3) その他 16,264 16,328 64 

合計 72,510 147,199 74,689 

内容 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券   

コマーシャル・ペーパー 46,493 

(2) その他有価証券   

非上場株式 15,327 

非上場の外国債券 1 

非公募の内国債券 1,272 

優先出資証券 4,000 

組合契約出資持分 9,026 

マネー・マネジメント・ファンド等 15,441 

合計 91,563 



(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  

(注) １ 時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。 

２ 組込みデリバティブについて、時価の算定を合理的に区分して測定できないため、当該複合金融商品全体を時価評価し、

評価差額を損益に計上している。 

３ 複合金融商品の契約額等には、額面金額を記載している。 

４ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いている。 

  

  

前へ     

対象物 
の種類 

取引の種類 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

通貨 

為替予約取引                   

売建 3,344 3,309 34 3,518 3,542 △24 4,250 4,247 2 

買建 1,006 997 △9 432 438 5 474 474 △0 

スワップ取引 16,068 △1,787 △1,787 15,191 △687 △687 15,898 △1,174 △1,174 

金利 

スワップ取引 30,000 △711 △711 30,000 △339 △339 30,000 △889 △889 

複合金融商品 － － － 29,475 29,225 249 29,367 33,256 △3,888 

合計 50,419 － △2,472 78,617 － △796 79,990 － △5,950 



(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  

   販売費及び一般管理費   10百万円 

  

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

(注) 新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は100株である。 

  

  

会社名 トッパン・フォームズ株式会社 

決議年月日 平成18年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 同社取締役 14名、同社従業員 28名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 212,000株  (注) 

付与日 平成18年７月14日 

権利確定条件 権利確定条件は付していない 

対象勤務期間 平成18年７月14日～平成19年６月30日 

権利行使期間 平成19年７月１日～平成24年６月30日 

権利行使価格(円) １株当たり 1,734円 

付与日における公正な評価単価(円) １株当たり  198円 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

(注) １ 事業区分は、製品の種類、性質及び市場の類似性、事業戦略に基づく事業領域との整合性等に照らし区分している。 

２ 各事業の主な製品 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、9,229百万円であり、その主な内容は当

社の本社部門及び当社の基礎研究部門等にかかる費用である。 

  

  
情報・ネット 
ワーク系事業
(百万円) 

生活環境
系事業 
(百万円) 

エレクトロ
ニクス系事業
(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 

392,746 177,950 162,156 732,853 － 732,853

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

6,600 17,431 55 24,086 (24,086) －

計 399,346 195,382 162,211 756,940 (24,086) 732,853 

営業費用 373,257 185,833 149,845 708,935 (13,674) 695,261 

営業利益 26,089 9,548 12,365 48,004 (10,412) 37,591 

(1) 情報・ネットワーク系事業… 株券等有価証券、カード類、ビジネスフォーム、カタログ等広告宣伝

印刷物、雑誌、書籍等出版印刷物 

(2) 生活環境系事業……………… 紙器、包装紙・ラベル等パッケージ類、化粧シート・壁紙等建装材及

びインキ等の産業資材 

(3) エレクトロニクス系事業…… フォトマスク、リードフレーム、プリント配線板、シャドウマスク、

液晶カラーフィルタ及びリアプロジェクションテレビ用スクリーン等

の精密電子部品、機能性フィルム等 



  

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

(注) １ 事業区分は、製品の種類、性質及び市場の類似性、事業戦略に基づく事業領域との整合性等に照らし区分している。 

２ 各事業の主な製品 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、10,066百万円であり、その主な内容は当

社の本社部門及び当社の基礎研究部門等にかかる費用である。 

４ 「役員賞与に関する会計基準」の適用 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 役員賞与に関する会計基準」に記載のとおり、当中間連結

会計期間から「役員賞与に関する会計基準」を適用している。この結果、従来の方法によった場合と比較して、当中間連

結会計期間の営業費用は、「情報・ネットワーク系事業」が154百万円、「生活環境系事業」が74百万円、「エレクトロ

ニクス系事業」が４百万円、「消去又は全社」が107百万円増加し、営業利益は同額減少している。 

５ 「ストック・オプション等に関する会計基準」の適用 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 ストック・オプション等に関する会計基準」に記載のとお

り、当中間連結会計期間から「ストック・オプション等に関する会計基準」を適用している。この結果、従来の方法によ

った場合と比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、「情報・ネットワーク系事業」が10百万円増加し、営業利益は

同額減少している。 

６ 追加情報 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間から当社の一部の製造装置

の耐用年数を変更した。この結果、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、「エレクト

ロニクス系事業」が355百万円減少し、営業利益は同額増加している。 

  

  
情報・ネット 
ワーク系事業
(百万円) 

生活環境
系事業 
(百万円) 

エレクトロ
ニクス系事業
(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 

404,923 180,739 165,429 751,091 － 751,091

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

5,814 18,748 98 24,662 (24,662) －

計 410,737 199,488 165,527 775,753 (24,662) 751,091 

営業費用 387,127 189,593 156,877 733,598 (14,084) 719,514 

営業利益 23,609 9,895 8,649 42,154 (10,577) 31,576 

(1) 情報・ネットワーク系事業… 株券等有価証券、カード類、ビジネスフォーム、カタログ等広告宣伝

印刷物、雑誌、書籍等出版印刷物 

(2) 生活環境系事業……………… 紙器、包装紙・ラベル等パッケージ類、化粧シート・壁紙等建装材及

びインキ等の産業資材 

(3) エレクトロニクス系事業…… フォトマスク、リードフレーム、プリント配線板、シャドウマスク、

液晶カラーフィルタ及びリアプロジェクションテレビ用スクリーン等

の精密電子部品、機能性フィルム等 



  

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

(注) １ 事業区分は、製品の種類、性質及び市場の類似性、事業戦略に基づく事業領域との整合性等に照らし区分している。 

２ 各事業の主な製品 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、18,456百万円であり、その主な内容は当

社の本社部門及び当社の基礎研究部門等にかかる費用である。 

  

  
情報・ネット 
ワーク系事業
(百万円) 

生活環境
系事業 
(百万円) 

エレクトロ
ニクス系事業
(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 

840,881 364,262 343,064 1,548,208 － 1,548,208

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

14,048 35,577 134 49,760 (49,760) －

計 854,929 399,839 343,199 1,597,968 (49,760) 1,548,208

営業費用 793,918 381,174 312,582 1,487,676 (30,553) 1,457,123

営業利益 61,010 18,665 30,616 110,292 (19,207) 91,085

(1) 情報・ネットワーク系事業… 株券等有価証券、カード類、ビジネスフォーム、カタログ等広告宣伝

印刷物、雑誌、書籍等出版印刷物 

(2) 生活環境系事業……………… 紙器、包装紙・ラベル等パッケージ類、化粧シート・壁紙等建装材及

びインキ等の産業資材 

(3) エレクトロニクス系事業…… フォトマスク、リードフレーム、プリント配線板、シャドウマスク、

液晶カラーフィルタ及びリアプロジェクションテレビ用スクリーン等

の精密電子部品、機能性フィルム等 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりである。 

その他の地域 ： アジア、北米 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額及びその主な内容は、「事業の種類別セグメ

ント情報」の「（注）３」と同一である。 

  

  

  
日本 
(百万円) 

その他の地域
(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 

650,909 81,943 732,853 － 732,853 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

21,995 10,210 32,206 (32,206) － 

計 672,905 92,154 765,059 (32,206) 732,853 

営業費用 628,882 88,382 717,264 (22,003) 695,261 

営業利益 44,023 3,771 47,795 (10,203) 37,591 



  

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりである。 

アジア    ： 台湾、中国、韓国、インドネシア、タイ 

その他の地域 ： 北米、欧州 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額及びその主な内容は、「事業の種類別セグメ

ント情報」の「（注）３」と同一である。 

４ 「役員賞与に関する会計基準」の適用 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 役員賞与に関する会計基準」に記載のとおり、当中間連結

会計期間から「役員賞与に関する会計基準」を適用している。この結果、従来の方法によった場合と比較して、当中間連

結会計期間の営業費用は、「日本」が233百万円、「消去又は全社」が107百万円増加し、営業利益は同額減少している。

５ 「ストック・オプション等に関する会計基準」の適用 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 ストック・オプション等に関する会計基準」に記載のとお

り、当中間連結会計期間から「ストック・オプション等に関する会計基準」を適用している。この結果、従来の方法によ

った場合と比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、「日本」が10百万円増加し、営業利益は同額減少している。 

６ 追加情報 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間から当社の一部の製造装置

の耐用年数を変更した。この結果、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、「日本」が

355百万円減少し、営業利益は同額増加している。 

  

  
日本 
(百万円) 

アジア
(百万円) 

その他の地域
(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 

666,188 53,704 31,198 751,091 － 751,091

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

15,933 11,705 1,987 29,626 (29,626) －

計 682,121 65,409 33,186 780,717 (29,626) 751,091 

営業費用 641,855 63,453 34,888 740,197 (20,682) 719,514 

営業利益又は 

営業損失（△) 
40,266 1,956 △1,701 40,520 ( 8,943) 31,576 



  

７ 表示方法の変更 

   前中間連結会計期間において「その他の地域」に含めていた「アジア」は、重要性が増加したため、当中間連結会計期

間より区分掲記している。 

   なお、前中間連結会計期間の所在地別セグメント情報を、当中間連結会計期間において用いた所在地区分の方法により

区分すると次のとおりになる。 

  

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

  

  
日本 
(百万円) 

アジア
(百万円) 

その他の地域
(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 

650,909 55,602 26,341 732,853 － 732,853

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

21,995 8,223 1,986 32,206 (32,206) －

計 672,905 63,825 28,328 765,059 (32,206) 732,853 

営業費用 628,882 56,444 31,938 717,264 (22,003) 695,261 

営業利益又は 

営業損失（△) 
44,023 7,381 △3,609 47,795 (10,203) 37,591 



  

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりである。 

アジア    ： 台湾、中国、韓国、インドネシア、タイ 

その他の地域 ： 北米、欧州 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額及びその主な内容は、「事業の種類別セグメ

ント情報」の「（注）３」と同一である。 

  

  
日本 
(百万円) 

アジア
(百万円) 

その他の地域
(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 

1,359,713 124,542 63,952 1,548,208 － 1,548,208

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

40,705 25,478 4,086 70,270 (70,270) －

計 1,400,418 150,020 68,039 1,618,479 (70,270) 1,548,208 

営業費用 1,302,635 133,741 74,373 1,510,750 (53,627) 1,457,123 

営業利益又は 

営業損失（△) 
97,782 16,279 △6,333 107,728 (16,643) 91,085 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりである。 

アジア ： 台湾、中国、インドネシア、タイ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりである。 

アジア ： 台湾、中国、韓国、インドネシア、タイ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりである。 

アジア ： 台湾、中国、韓国、インドネシア、タイ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

  アジア その他の地域 計 

Ｉ 海外売上高（百万円） 58,754 35,238 93,992 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     732,853 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 8.0 4.8 12.8 

  アジア その他の地域 計 

Ｉ 海外売上高（百万円） 66,178 38,410 104,589 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     751,091 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 8.8 5.1 13.9 

  アジア その他の地域 計 

Ｉ 海外売上高（百万円） 140,262 74,326 214,588 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     1,548,208 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.1 4.8 13.9 



(１株当たり情報) 

(注) １株当たり中間(当期)純利益(純損失)及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりで

ある。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,157円80銭 １株当たり純資産額 1,204円72銭 １株当たり純資産額 1,216円04銭

１株当たり中間純損失 15円86銭 １株当たり中間純利益 15円70銭 １株当たり当期純利益 22円13銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純
利益については、潜在株式が存在す
るものの１株当たり中間純損失であ
るため、記載していない。 

  
  
  

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

15円58銭

  
  
  

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

22円02銭

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益(純損失)       

 中間(当期)純利益(純損失△) 
 (百万円) 

△10,542 10,359 15,148

 普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 483 

 (うち利益処分による役員賞与金 
 (百万円)) 

－ － 483

 普通株式に係る中間(当期)純利益 
 (純損失△)(百万円) 

△10,542 10,359 14,664

 普通株式の期中平均株式数(千株) 664,662 659,798 662,618 

        

潜在株式調整後１株当たり中間(当期) 
純利益 

 

 中間(当期)純利益調整額(百万円) － △77 △74 

 (うち少数株主利益(百万円)) － △16 －

 (うち持分法による投資利益 
 (百万円)) 

－ △60 △74

 希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり中間(当期)純利益
の算定に含めなかった潜在株式の概要 

2024年満期ユーロ円建
転換制限条項付転換社
債型新株予約権付社債
（券面総額60,000百万
円並びに新株予約権１
種類(新株予約権の数
12,000個)）。 

新株予約権の概要は
「第４提出会社の状
況、１株式等の状況、
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
である。 

2024年満期ユーロ円建
転換制限条項付転換社
債型新株予約権付社債
（券面総額60,000百万
円並びに新株予約権１
種類(新株予約権の数
12,000個)）。 

2018年満期ユーロ円建
転換制限条項付転換社
債型新株予約権付社債
（券面総額35,000百万
円並びに新株予約権１
種類(新株予約権の数
7,000個)）。 

2026年満期ユーロ円建
転換制限条項付転換社
債型新株予約権付社債
（券面総額35,000百万
円並びに新株予約権１
種類(新株予約権の数
7,000個)）。 

新株予約権の概要は
「第４提出会社の状
況、１株式等の状況、
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
である。 

2024年満期ユーロ円建
転換制限条項付転換社
債型新株予約権付社債
（券面総額60,000百万
円並びに新株予約権１
種類(新株予約権の数
12,000個)）。 

新株予約権の概要は
「第４提出会社の状
況、１株式等の状況、
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
である。 



(重要な後発事象) 

該当事項はない。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はない。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金   42,398    77,522   73,585    

２ 受取手形 ※５ 52,850     58,014     51,007     

３ 売掛金   244,672    255,239   252,310    

４ 有価証券   22,501     114,867     59,470     

５ たな卸資産   37,306    41,251   34,481    

６ その他   15,667    22,238   13,199    

貸倒引当金   △2,949    △3,456   △3,281    

流動資産合計     412,446 34.1  565,677 41.2   480,773 36.7

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産                

(1) 建物 ※１ 171,771    177,047   171,680    

(2) 機械及び装置 ※１ 97,442    94,149   99,726    

(3) 土地   85,433    85,254   85,277    

(4) その他 ※１ 18,685    36,567   23,506    

有形固定資産 
合計 

  373,332   393,017 380,191   

２ 無形固定資産   19,145    19,045   18,910    

３ 投資その他の 
  資産 

          

(1) 投資有価証券   355,589    350,836   381,675    

(2) その他   52,646    48,246   52,392    

貸倒引当金   △4,613    △3,805   △3,936    

投資その他の 
資産合計 

  403,623   395,277 430,131   

固定資産合計     796,101 65.9  807,340 58.8   829,234 63.3

資産合計     1,208,547 100.0  1,373,017 100.0   1,310,007 100.0

            



  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

１ 支払手形 ※５ 121,176    118,905     118,894  

２ 買掛金   119,063    113,338     111,431  

３ 関係会社短期 
  入金 

  2,927   17,044   15,253 

４ 一年内返済予 
    定の長期借入金 

  －   3,679   3,674 

５ 一年内償還の 
  社債 

  －   50,000   － 

６ 未払費用   14,057    13,943     14,409  

７ 未払法人税等   8,698    9,903     11,371  

８ 賞与引当金   6,500    6,630     6,450  

９ 役員賞与引当金   －    107     －  

10 その他 ※５ 22,302    29,566     32,122  

流動負債合計     294,727 24.4  363,118 26.5   313,607 23.9

Ⅱ 固定負債                

１ 社債   120,000    100,000   150,000    

２ 新株予約権付 
  社債 

  60,000   130,000 60,000   

３ 長期借入金   1,131    26,250   27,500    

４ 関係会社長期 
    借入金 

  －    5,000   －    

５ 退職給付引当金   19,226    20,307   20,527    

６ 役員退職慰労 
  引当金 

  1,713   － 2,314   

７ 関係会社損失 
  引当金 

  －   5,679 －   

８ その他   16,000    19,342   26,048    

固定負債合計     218,072 18.0  306,579 22.3   286,390 21.9

負債合計     512,799 42.4  669,697 48.8   599,997 45.8

            



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     104,986 8.7  － －   104,986 8.0

Ⅱ 資本剰余金                

１ 資本準備金   117,738    －   117,738    

２ その他資本 
  剰余金 

  1   － 2   

資本剰余金合計     117,739 9.7  － －   117,740 9.0

Ⅲ 利益剰余金                

１ 利益準備金   17,514    －   17,514    

２ 任意積立金   408,732    －   408,732    

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

  59,148   － 60,414   

利益剰余金合計     485,395 40.2  － －   486,662 37.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    27,845 2.3 － －   41,036 3.1

Ⅴ 自己株式     △40,219 △3.3  － －   △40,416 △3.1

資本合計     695,748 57.6  － －   710,009 54.2

負債資本合計     1,208,547 100.0  － －   1,310,007 100.0

            



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     － －  104,986 7.6   － －

２ 資本剰余金                

 (1) 資本準備金   －    117,738   －    

 (2) その他資本 
   剰余金 

  －   4 －   

  資本剰余金合計     － －  117,742 8.6   － －

３ 利益剰余金                

 (1) 利益準備金   －    17,514   －    

 (2) その他利益 
   剰余金 

          

   海外投資等 
      損失引当金 

  －    28   －    

   特別償却準 
      備金 

  －    977  －    

   固定資産圧 
      縮積立金 

  －    7,607   －    

   別途積立金   －    400,200   －    

   繰越利益 
   剰余金 

  －   65,837 －   

  利益剰余金合計     － －  492,165 35.9   － －

４ 自己株式     － －  △45,035 △3.3   － －

  株主資本合計     － －  669,859 48.8   － －

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    － － 33,145 2.4   － －

２ 繰延ヘッジ損益     － －  315 0.0   － －

  評価・換算 
  差額等合計 

    － － 33,461 2.4   － －

  純資産合計     － －  703,320 51.2   － －

  負債純資産合計     － －  1,373,017 100.0   － －

            



② 【中間損益計算書】 

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     466,057 100.0  457,245 100.0   947,142 100.0

Ⅱ 売上原価     394,953 84.7  389,593 85.2   803,013 84.8

売上総利益     71,104 15.3  67,652 14.8   144,128 15.2

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

    51,818 11.2 52,941 11.6   106,035 11.2

営業利益     19,286 4.1  14,711 3.2   38,092 4.0

Ⅳ 営業外収益                

１ 受取利息   63    93   125    

２ 有価証券利息   63    161   448    

３ 受取配当金   5,019    16,142   9,762    

４ その他 ※１ 4,612    7,252   8,045    

営業外収益合計     9,758 2.1  23,649 5.2   18,381 2.0

Ⅴ 営業外費用                

１ 支払利息   57    334   315    

２ 社債利息   799    803   1,738    

３ その他 ※２ 556    490   1,504    

営業外費用合計     1,414 0.3  1,628 0.4   3,558 0.4

経常利益     27,630 5.9  36,732 8.0   52,916 5.6

Ⅵ 特別利益 ※３   919 0.2  353 0.1   1,007 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４   5,077 1.1  11,859 2.6   15,555 1.6

税引前中間 
(当期)純利益 

    23,472 5.0 25,225 5.5   38,368 4.1

法人税、住民税 
及び事業税 

  9,730   12,048 17,478   

法人税等調整額   △610 9,119 1.9 503 12,551 2.7 △1,022 16,456 1.8

中間(当期) 
純利益 

    14,352 3.1 12,673 2.8   21,913 2.3

前期繰越利益     44,811   －    44,811  

合併による抱合 
株式消却額 

    16 －   16 

中間配当額     －   －    6,294  

中間(当期) 
未処分利益 

    59,148 －   60,414 

            



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 104,986 117,738 2 117,740 

中間会計期間中の変動額         

 海外投資等損失準備金の積立(注)       － 

 海外投資等損失準備金の取崩(注)       － 

 特別償却準備金の積立(注)       － 

 特別償却準備金の取崩(注)       － 

 固定資産圧縮積立金の積立(注)       － 

 固定資産圧縮積立金の取崩(注)       － 

 剰余金の配当(注)       － 

 役員賞与(注)       － 

 中間純利益       － 

 自己株式の取得       － 

 自己株式の処分     2 2 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)         

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) － － 2 2 

平成18年９月30日残高(百万円) 104,986 117,738 4 117,742 



  

  

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本
合計 利 益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 海外投資

等 損 失 
準 備 金 

特別償却
準 備 金

固定資産
圧 縮 
積 立 金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

平成18年３月31日残高(百万円) 17,514 26 853 7,652 400,200 60,414 486,662 △40,416 668,973 

中間会計期間中の変動額                   

 海外投資等損失準備金の積立(注)   4       △4 －   － 

 海外投資等損失準備金の取崩(注)   △2       2 －   － 

 特別償却準備金の積立(注)     328     △328 －   － 

 特別償却準備金の取崩(注)     △203     203 －   － 

 固定資産圧縮積立金の積立(注)       97   △97 －   － 

 固定資産圧縮積立金の取崩(注)       △142   142 －   － 

 剰余金の配当(注)           △6,955 △6,955   △6,955 

 役員賞与(注)           △215 △215   △215 

 中間純利益           12,673 12,673   12,673 

 自己株式の取得               △4,630 △4,630 

 自己株式の処分               10 12 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)                   

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) － 2 124 △45 － 5,422 5,503 △4,619 886 

平成18年９月30日残高(百万円) 17,514 28 977 7,607 400,200 65,837 492,165 △45,035 669,859 



  

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 41,036 － 41,036 710,009 

中間会計期間中の変動額         

 海外投資等損失準備金の積立(注)     － － 

 海外投資等損失準備金の取崩(注)     － － 

 特別償却準備金の積立(注)     － － 

 特別償却準備金の取崩(注)     － － 

 固定資産圧縮積立金の積立(注)     － － 

 固定資産圧縮積立金の取崩(注)     － － 

 剰余金の配当(注)     － △6,955 

 役員賞与(注)     － △215 

 中間純利益     － 12,673 

 自己株式の取得     － △4,630 

 自己株式の処分     － 12 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △7,890 315 △7,575 △7,575 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △7,890 315 △7,575 △6,689 

平成18年９月30日残高(百万円) 33,145 315 33,461 703,320 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

…償却原価法(定額法) 

ｂ 子会社株式及び関連

会社株式 

…移動平均法による原

価法 

ｃ その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価

格等に基づく時価法 

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定し

ている。) 

時価のないもの 

…移動平均法による原

価法 

なお、投資事業有限

責任組合及びそれに

類する組合への出資

（証券取引法第２条

第２項により有価証

券とみなされるも

の）については、組

合契約に規定される

決算報告日に応じて

入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取

り込む方法によって

いる。 

  

(1) 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

  同左 

ｂ 子会社株式及び関連

会社株式 

  同左 

  

ｃ その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価

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

している。) 

時価のないもの 

 同左 

  

  

(1) 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

  同左 

ｂ 子会社株式及び関連

会社株式 

  同左 

  

ｃ 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 

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定し

ている。) 

時価のないもの 

 同左 

  

  

  (2) デリバティブ 

 時価法 

  

(2) デリバティブ 

 同左 

  

(2) デリバティブ 

 同左 

  

  (3) たな卸資産 

ａ 製品・仕掛品 

売価還元法による原価

法 

ｂ 原材料 

移動平均法による原価

法 

ｃ 貯蔵品 

最終仕入原価法 

(3) たな卸資産 

ａ 製品・仕掛品 

 同左 

  

ｂ 原材料 

 同左 

  

ｃ 貯蔵品 

 同左 

  

(3) たな卸資産 

ａ 製品・仕掛品 

 同左 

  

ｂ 原材料 

 同左 

  

ｃ 貯蔵品 

 同左 

  



  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

 建物(建物附属設備を

除く)は定額法、建物以

外については定率法を採

用している。 

 なお、主な耐用年数は

以下のとおりである。 

建物…………８～50年 

機械及び装置 

…………２～10年 
  

(1) 有形固定資産 

 建物(建物附属設備を

除く)は定額法、建物以

外については定率法を採

用している。 

 なお、主な耐用年数は

以下のとおりである。 

建物…………８～50年 

機械及び装置 

…………２～10年 

 （追加情報） 

 従来、当社の製造装置

の一部について、急速な

技術進歩を勘案し、耐用

年数を４年としていた

が、製造設備の大型化、

技術革新及び製品のライ

フサイクルの安定化の状

況を踏まえ、過去の実績

に基づく平均耐用年数を

勘案し、当中間会計期間

より使用可能年数に基づ

き、５年に変更した。 

 この結果、従来の方法

と比較して、営業利益、

経常利益及び税引前中間

純利益が、それぞれ355

百万円増加している。 

  

(1) 有形固定資産 

  同左 

  

  (2) 無形固定資産 

 定額法を採用してい

る。 

 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)に基づく定額法を

採用している。 
  

(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 

 支出した費用の効果の

及ぶ期間にわたり均等償

却している。 

  

(3) 長期前払費用 

  同左 

  

(3) 長期前払費用 

  同左 

  

３ 繰延資産の処理方

法 

――――― 

  

  

  

――――― 

(1) 社債発行費 

 支出時に全額費用とし

て処理している 

  

――――― 

(1) 社債発行費 

  同左 

  

  

(2) 社債発行差金 

  発行時に全額費用とし

て処理している。 
  



  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 引当金の計上基

準 
(1) 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

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

を計上している。 
  

(1) 貸倒引当金 

  同左 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

  (2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき

計上している。 
  

(2) 賞与引当金 

  同左 

(2) 賞与引当金 

  同左 

  ――――― (3) 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度の支給見

込額の当中間会計期間負

担額を計上している。 
  

――――― 

  
  

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、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、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

いる。 

 過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年

数(５年)による定額法に

より費用処理している。 

 数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数

(15年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてい

る。 

  

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、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、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

いる。 

 過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年

数(５年)による定額法に

より費用処理している。 

 数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数

(15年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてい

る。 

  

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、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、当事業年度末にお

いて発生していると認め

られる額を計上してい

る。 

 過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年

数(５年)による定額法に

より費用処理している。 

 数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数

(15年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてい

る。 



  

  

  前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

    （追加情報） 

 当社は、平成18年４月

１日より退職給付制度を

従来の最終給与比例制か

らポイント制へ移行し

た。これに伴い発生した

過去勤務債務（1,240百

万円の退職給付債務の減

額）については、発生時

における従業員の平均残

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、

当中間会計期間から処理

している。 

  

  

  (5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく中

間期末要支給額を計上し

ている。 

  

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく期

末要支給額を計上してい

たが、平成18年６月29日

開催の株主総会決議に基

づき、役員退職慰労金制

度を廃止した。これに伴

い、当該株主総会終結時

までの在任期間に対応す

る退職慰労金について

は、退任時に打ち切り支

給することが承認され

た。 

 これにより、当中間会

計期間において、役員退

職慰労引当金を全額取崩

し、打ち切り支給額の未

払分については、固定負

債「その他」に含めて表

示している。 

  

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく期

末要支給額を計上してい

る。 

  ――――― (6) 関係会社損失引当金 

 関係会社の事業に伴う

損失に備えるため、関係

会社の財政状態等を勘案

し、欠損金額に対応する

当社負担見込み額のう

ち、当該関係会社への投

融資額を超える額を計上

している。 

  

――――― 



  
  

  前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ 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

処理によっている。 

  

同左 

  

同左 

  

６ ヘッジ会計の方

法 

(1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を適用

している。ただし、金利

スワップについては特例

処理の要件を満たしてい

る場合には特例処理を適

用している。 

  

(1) ヘッジ会計の方法 

  同左 

  

(1) ヘッジ会計の方法 

  同左 

  

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利 
スワップ 

  社債 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  同左 

  

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  同左 

  

  

  (3) ヘッジ方針 

 当社の内部規程である

「金融商品リスク管理規

程」及び「リスク管理ガ

イドライン」に基づき、

為替変動リスク及び金利

変動リスクをヘッジして

いる。 

  

(3) ヘッジ方針 

  同左 

  

(3) ヘッジ方針 

  同左 

  

  (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

 ヘッジ開始時から有効

性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動

の累計を比較し、両者の

変動額等を基礎にして有

効性の判定を行ってい

る。ただし、金利スワッ

プについては、特例処理

の要件に該当すると判定

される場合には、有効性

の判定は省略している。 

  

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  同左 

  

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  同左 

  



  
  前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

７ その他中間財務

諸表(財務諸表)

作成のための基

本となる重要な

事項 

(1) 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

より処理し、仮受消費税

等と仮払消費税等を相殺

し、流動負債の「その

他」に含めて表示してい

る。 

  

(1) 消費税等の会計処理 

  同左 

  

  

(1) 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

によっている。 

  

  (2) 法人税等の会計処理 

 当中間会計期間に係る

納付税額及び法人税等調

整額は、当事業年度の利

益処分において予定して

いる固定資産圧縮積立金

の積立及び取崩しを前提

として計算している。 

  

(2) 法人税等の会計処理 

 当中間会計期間に係る

納付税額及び法人税等調

整額は、当事業年度に予

定している固定資産圧縮

積立金の積立及び取崩し

を前提として計算してい

る。 

――――― 



  
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

表示方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――― （役員賞与に関する会計基準） 

当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）を適用

している。これにより営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ107百万円減少している。 

  

――――― 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間より、「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

適用している。 

これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、703,004百万円であ

る。 

なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成している。 

  

――――― 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間貸借対照表関係） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用されたこと及び「金融商品会計に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平

成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当中間会

計期間から投資事業有限責任組合及びそれに類する組

合への出資（証券取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）を、投資その他の資産「その他」

として表示する方法から、「投資有価証券」として表

示する方法に変更した。 

 なお、当中間会計期間の「投資有価証券」に含まれ

る当該出資の額は5,074百万円であり、前中間会計期間

における投資その他の資産「その他」に含まれている

当該出資の額は4,270百万円である。 

  

―――――― 



  
注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

617,279百万円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

638,289百万円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

624,793百万円 

  

 ２ 保証債務  ２ 保証債務  ２ 保証債務 

(1) 下記の関係会社の金融機関

等からの借入及び社債等に

ついてそれぞれ保証を行っ

ている。 

 上記＊１、＊２及び＊３に

ついては外貨建保証債務額で

あり、中間期末日の為替相場

により円換算している。 

＊１  8,686百万円 

(  76,747千米ドル) 

＊２  2,845百万円 

(  25,137千米ドル) 

＊３ 52,406百万円 

( 463,000千米ドル) 

  

   百万円

日野オフセッ
ト印刷㈱ 

25  

Toppan  
Optical 
Products, 
Inc. 

8,686 ＊１

Toppan  
Printing Co. 
(America), 
Inc. 

2,845 ＊２

P.T.Toppan  
Sampoerna  
Indonesia 

280  

Siam Toppan  
Packaging  
Co.,Ltd. 

448  

Toppan 
Photomasks, 
Inc. 

52,406 ＊３

計 64,692  

(1) 下記の関係会社の金融機関

等からの借入及び社債等に

ついてそれぞれ保証を行っ

ている。 

 上記＊１、＊２及び＊３に

ついては外貨建保証債務額で

あり、中間期末日の為替相場

により円換算している。 

＊１  10,275百万円 

(  87,152千米ドル) 

＊２   3,376百万円 

(  28,637千米ドル) 

＊３  29,475百万円 

( 250,000千米ドル) 

  

   百万円

Toppan 
Optical 
Products, 
Inc. 

10,275 ＊１

Toppan 
Printing Co. 
(America), 
Inc. 

3,376 ＊２

P.T.Toppan 
Printing  
Indonesia 

200  

Siam Toppan 
Packaging  
Co.,Ltd. 

336  

Toppan 
Photomasks, 
Inc. 

29,475 ＊３

計 43,662  

(1) 下記の関係会社の金融機関

等からの借入及び社債等に

ついてそれぞれ保証を行っ

ている。 

 上記＊１、＊２及び＊３に

ついては外貨建保証債務額で

あり、決算日の為替相場によ

り円換算している。 

＊１  8,176百万円 

(  69,605千米ドル) 

＊２  3,246百万円 

(  27,638千米ドル) 

＊３ 29,367百万円 

( 250,000千米ドル) 

 百万円 

Toppan 
Optical 
Products, 
Inc. 

8,176 ＊１

Toppan 
Printing Co.  
(America),  
Inc. 

3,246 ＊２

P.T.Toppan  
Printing  
Indonesia 

240  

Siam Toppan  
Packaging  
Co.,Ltd. 

392  

Toppan
Photomasks, 
Inc. 

29,367 ＊３

計 41,422   

(2) 取引先のリース契約に対す

る保証 

  

メトロ㈱ 199百万円

(2) 取引先のリース契約に対す

る保証 

  

メトロ㈱ 120百万円

(2) 取引先のリース契約に対す

る保証 

  

メトロ㈱ 159百万円

(3) 関係会社の業務受託契約に

対する保証 

  

㈱トータル 
メディア 
開発研究所 

38百万円

(3) 関係会社の業務受託契約に

対する保証 

  

㈱トータル
メディア 
開発研究所 

39百万円

(3) 関係会社の業務受託契約に

対する保証 

㈱トータル 
メディア 
開発研究所 

38百万円



  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

 ３ 重畳的債務引受による連帯債

務 

 平成17年７月１日付の会社

分割により㈱トッパン・コス

モが承継した債務につき、重

畳的債務引受を行っている。 

  

㈱トッパン 
・コスモ 

57百万円

――――― ――――― 

―――――  ４ 輸出手形割引高    90百万円 

  

 ４ 輸出手形割引高   ５百万円 

  

――――― 

  

※５ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形満期

日をもって決済処理をしてい

る。当中間会計期間末日（銀行

休業日）満期の手形は次のとお

りである。 

  

  

 受取手形 4,891百万円

 支払手形 6,755  

 設備支払手形 
（流動負債その他）

8,658  

――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

   自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
(注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加3,563千株は、連結子会社からの買受けによる増加3,445千株及び単元未満株式の買取

請求による増加118千株である。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少９千株は、単元未満株式の買増請求によるものである。 

  

次へ 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の「その他」のう

ち主要なもの 

設備賃貸料 1,905百万円

通貨スワップ 
利益 

1,708  

※１ 営業外収益の「その他」のう

ち主要なもの 

  

設備賃貸料 1,736百万円

通貨スワップ
利益 

767  

金利スワップ
利益 

577  

投資事業組合
運用益 

3,535  

※１ 営業外収益の「その他」のう

ち主要なもの 

設備賃貸料 3,801百万円

通貨スワップ 
利益 

2,644  

※２ 営業外費用の「その他」のう

ち主要なもの 

  

製品補償費用 164百万円

――――― ※２ 営業外費用の「その他」のう

ち主要なもの 

  

解体撤去費用 455百万円

※３ 特別利益のうち主要なもの 

  

投資有価証券 
売却益 

549百万円

※３ 特別利益のうち主要なもの 

  

関係会社株式
売却益 

234百万円

※３ 特別利益のうち主要なもの 

  

投資有価証券 
売却益 

649百万円

※４ 特別損失のうち主要なもの 

関係会社株式
評価損 

4,163百万円

※４ 特別損失のうち主要なもの 

  

関係会社株式
評価損 

5,035百万円

関係会社損失
引当金繰入額 

5,679  

※４ 特別損失のうち主要なもの 

関係会社株式
評価損 

11,369百万円

 ５ 減価償却実施額 

  

有形固定資産 18,540百万円

無形固定資産 1,809  

 ５ 減価償却実施額

  

有形固定資産 17,515百万円

無形固定資産 2,349  

５ 減価償却実施額 

  

有形固定資産 38,265百万円

無形固定資産 4,239  

  前事業年度末 

株式数 

（千株） 

当中間会計期間 

増加株式数 

（千株） 

当中間会計期間 

減少株式数 

（千株） 

当中間会計期間末 

株式数 

（千株） 

  自己株式     

   普通株式 37,012 3,563 9 40,566 

   合計 37,012 3,563 9 40,566 



(リース取引関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 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 

(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

中間期末残高相当額 

１ 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 

(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

中間期末残高相当額 

１ 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 

(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 

中間 
期末残高
相当額 

  (百万円) (百万円) (百万円)
機械及び 
装置 29,522 20,506 9,016

その他 6,518 4,501 2,016

合計 36,040 25,007 11,032

  

  
取得価額
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間
期末残高
相当額 

  (百万円) (百万円) (百万円)
機械及び 
装置 28,088 19,212 8,876

その他 5,340 3,935 1,404

合計 33,429 23,148 10,281

  

取得価額
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

(百万円) (百万円) (百万円)
機械及び
装置 31,521 19,600 11,921 

その他 5,792 4,082 1,710 

合計 37,314 23,682 13,631 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

１年内 7,426百万円

１年超 10,223  

合計 17,650  

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

１年内 7,179百万円

１年超 9,736  

合計 16,915  

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 

  

１年内 8,015百万円 

１年超 12,032  

合計 20,047  

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

  

支払リース料 4,827百万円
減価償却費 
相当額 

4,235  

支払利息 
相当額 

272  

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

  

支払リース料 4,712百万円
減価償却費
相当額 

4,681  

支払利息
相当額 

275  

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

  

支払リース料 9,493百万円
減価償却費
相当額 

8,464  

支払利息
相当額 

527  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 有形固定資産 

リース期間を耐用年数と

して、残存価額を10％とす

る定率法の償却額に９分の

10を乗じた方法によってい

る。 

 その他の固定資産 

リース期間を耐用年数と

して、残存価額を零とする

定額法によっている。 

  

(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 

  

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってい

る。 

  

(5) 利息相当額の算定方法 

 同左 

  

(5) 利息相当額の算定方法 

 同左 

  



(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

  

  

 当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

  

  

 前事業年度末(平成18年３月31日) 

  

  

次へ 

区分 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 子会社株式 33,433 94,386 60,953 

(2) 関連会社株式 16,133 40,563 24,430 

合計 49,566 134,950 85,383 

区分 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 子会社株式 33,433 100,656 67,223 

(2) 関連会社株式 18,279 38,186 19,907 

合計 51,712 138,843 87,130 

区分 
貸借対照表計上額
(百万円) 

時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 子会社株式 33,433 132,545 99,112 

(2) 関連会社株式 16,133 47,962 31,828 

合計 49,566 180,507 130,941 



(１株当たり情報) 

(注)１．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載し

ていない。 

２. １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,050円12銭 １株当たり純資産額 1,067円50銭 １株当たり純資産額 1,071円55銭

  

１株当たり中間純利益 21円53銭

  

１株当たり中間純利益 19円17銭

  

１株当たり当期純利益 32円65銭

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益       

 中間(当期)純利益(百万円) 14,352 12,673 21,913 

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 215 

 (うち利益処分による役員賞与金(百
万円)) 

― ― 215

 普通株式に係る中間(当期)純利益
 (百万円) 

14,352 12,673 21,698

 普通株式の期中平均株式数(千株) 666,568 661,157 664,532 

 希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり中間(当期)純利益
の算定に含めなかった潜在株式の概要 

2024年満期ユーロ円建
転換制限条項付転換社
債型新株予約権付社債
（券面総額60,000百万
円並びに新株予約権１
種類（新株予約権の数
12,000個））。 

新株予約権の概要は
「第４提出会社の状
況、１株式等の状況、
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
である。 

2024年満期ユーロ円建
転換制限条項付転換社
債型新株予約権付社債
（券面総額60,000百万
円並びに新株予約権１
種類（新株予約権の数
12,000個））。 

2018年満期ユーロ円建
転換制限条項付転換社
債型新株予約権付社債
（券面総額35,000百万
円並びに新株予約権１
種類（新株予約権の数
7,000個））。 

2026年満期ユーロ円建
転換制限条項付転換社
債型新株予約権付社債
（券面総額35,000百万
円並びに新株予約権１
種類（新株予約権の数
7,000個））。 

新株予約権の概要は
「第４提出会社の状
況、１株式等の状況、
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
である。 

2024年満期ユーロ円建
転換制限条項付転換社
債型新株予約権付社債
（券面総額60,000百万
円並びに新株予約権１
種類（新株予約権の数
12,000個））。 

新株予約権の概要は
「第４提出会社の状
況、１株式等の状況、
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
である。 



(重要な後発事象) 

該当事項はない。 

  

前へ     



(2) 【その他】 

平成18年11月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議した。 

(1) 中間配当による配当金の総額………………………………6,588百万円 

(2) １株当たりの金額……………………………………………10円00銭 

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日……………………平成18年12月8日 

(注) 平成18年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払を行う。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

(1) 
  

自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年３月１日
至 平成18年３月31日

  
平成18年４月10日 
関東財務局長に提出。 

            

(2) 
  

自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年４月１日
至 平成18年４月30日

  
平成18年５月10日 
関東財務局長に提出。 

            

(3) 
  

訂正発行登録書 
  

      
平成18年５月25日 
関東財務局長に提出。 

            

(4) 
  
  
  

臨時報告書 
及びその添付書類 
  
  

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第１号（有価証券の募集が
本邦以外の地域において開始された場
合）に基づく臨時報告書である。 

  

平成18年５月25日 
関東財務局長に提出。 
  
  

            

(5) 
  
  

臨時報告書の訂正 
報告書及びその添 
付書類 

平成18年５月25日に提出した臨時報告
書に係る訂正報告書である。 
  

  
平成18年５月26日 
関東財務局長に提出。 
  

            

(6) 
  

訂正発行登録書 
  

      
平成18年５月26日 
関東財務局長に提出。 

            

(7) 
  

臨時報告書の訂正 
報告書 

平成18年５月25日に提出した臨時報告
書に係る訂正報告書である。 

  
平成18年６月７日 
関東財務局長に提出。 

            

(8) 
  

訂正発行登録書 
  

      
平成18年６月７日 
関東財務局長に提出。 

            

(9) 
  

自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年５月１日
至 平成18年５月31日

  
平成18年６月８日 
関東財務局長に提出。 

            

(10) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第160期) 

自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日

  
平成18年６月30日 
関東財務局長に提出。 

            

(11) 
  

訂正発行登録書 
  

      
平成18年６月30日 
関東財務局長に提出。 

            

(12) 
  

自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年６月１日
至 平成18年６月30日

  
平成18年７月10日 
関東財務局長に提出。 

            

(13) 
  

発行登録書 
（新株予約権証券） 
及びその添付書類 

      
平成18年７月21日 
関東財務局長に提出。 

            

(14) 
  

自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年７月１日
至 平成18年７月31日

  
平成18年８月10日 
関東財務局長に提出。 

            

(15) 
  

自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年８月１日
至 平成18年８月31日

  
平成18年９月11日 
関東財務局長に提出。 

            

(16) 
  

自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年９月１日
至 平成18年９月30日

  
平成18年10月10日 
関東財務局長に提出。 

            



  

  

(17) 
  

自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年10月１日
至 平成18年10月31日

  
平成18年11月10日 
関東財務局長に提出。 

            

(18) 
  

自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年11月１日
至 平成18年11月30日

  
平成18年12月８日 
関東財務局長に提出。 

            



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はない。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月15日

凸 版 印 刷 株 式 会 社 

取 締 役 会 御中 

  
  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている凸版印刷株式会社の

平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に

係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書について中間監査を行った。この中間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中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、凸版印刷株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年

４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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 
  

あずさ監査法人 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  天  野  秀  樹  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  髙  山     勉  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  宮  木  直  哉  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査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、その原本は当社が中間連結財務諸表に添付する形

で別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月８日

凸 版 印 刷 株 式 会 社 

取 締 役 会 御中 

  
  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている凸版印刷株式会社の

平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に

係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッ

シュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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

から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、凸版印刷株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年

４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間より貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

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 
  

あずさ監査法人 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  天  野  秀  樹  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  髙  山     勉  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  宮  木  直  哉  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査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、その原本は当社が中間連結財務諸表に添付する形

で別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月15日

凸 版 印 刷 株 式 会 社 

取 締 役 会 御中 

  
  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている凸版印刷株式会社の

平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第160期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に係

る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間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中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、凸版印

刷株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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 
  

  

あずさ監査法人 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  天  野  秀  樹  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  髙  山     勉  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  宮  木  直  哉  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査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、その原本は当社が中間財務諸表に添付する形で別

途保管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月８日

凸 版 印 刷 株 式 会 社 

取 締 役 会 御中 

  
  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている凸版印刷株式会社の

平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第161期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係

る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間

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中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、凸版印

刷株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間より貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

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 
  

  

あずさ監査法人 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  天  野  秀  樹  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  髙  山     勉  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  宮  木  直  哉  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査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、その原本は当社が中間財務諸表に添付する形で別

途保管している。 
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