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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】

連結経営指標等

　

回次
第59期

第２四半期連結累計期間

第59期

第２四半期連結会計期間
第58期

会計期間
自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日

至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日

売上高 （百万円） 23,115　 11,791　 50,328　

経常利益 （百万円） 444　 218　 1,209　

四半期(当期)純利益 （百万円） 105　 84　 346　

純資産額 （百万円） －　 19,049　 19,280　

総資産額 （百万円） －　 46,654　 47,146　

１株当たり純資産額 （円） －　 326.40　 330.62　

１株当たり四半期
(当期)純利益

（円） 1.86　 1.50　 6.04　

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

（円） －　 －　 －　

自己資本比率 （％） －　 39.7　 39.8　

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 833　 －　 2,039　

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △667　 －　 △473　

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △566　 －　 △1,284　

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（百万円） －　 3,126　 3,527　

従業員数 （人） －　 2,010　 1,975　

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

　

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

　

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人)
2,010
 （634)

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

(2)　提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人)
658
(207)

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。

EDINET提出書類

ナカバヤシ株式会社(E00679)

四半期報告書

 3/26



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

当第２四半期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

あります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　生産高(百万円)

紙製品関連事業 5,984

事務機器関連事業 1,706

合計 7,691

(注) １　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2)　受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注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

あります。

なお、受注生産は紙製品関連事業のうち図書製本、手帳及びビジネスフォーム部門のみで、他の紙製品

関連事業(日用紙製品)及び事務機器関連事業は見込み生産で、受注生産は僅少ですので記載を省略して

おります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　受注高(百万円) 　受注残高(百万円)

紙製品関連事業 5,211 3,567

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　第１四半期連結会計期間より紙製品関連事業にビジネスフォーム部門の受注高及び受注残高を含めておりま

す。

　

(3)　販売実績

当第２四半期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

あります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　販売高(百万円)

紙製品関連事業 8,541

事務機器関連事業 3,231

その他事業 18

合計 11,791

(注) １　当第２四半期連結会計期間における相手先別の販売実績は、総販売実績に対する割合が100分の10未満の相手

先のみで、記載を省略しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。

(1)　経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国発の国際的な金融不安や原材料価格高騰等を

背景に企業収益が悪化し、設備投資や個人消費も低迷し、景気の減速感が強まる状況で推移いたしまし

た。

このような状況のもと、当社はグループ会社６社などとともに７月に「ナカバヤシグループChallenge

フェア2008」を開催し新商品の拡販に努めました。一方で採算重視の選別受注の徹底を図りました結果、

当第２四半期連結会計期間の売上高は、117億91百万円となりました。

一方利益面では、競争の激化や原材料価格高騰等の影響もありましたが、付加価値の高い受注や製品の

販売に注力し、また経費削減に努めました。この結果、当第２四半期連結会計期間の営業利益は２億５百

万円、経常利益は２億18百万円となりました。

また、特別利益として貸倒引当金戻入額９百万円、特別損失として固定資産除却損３百万円、投資有価

証券評価損３百万円を含み、７百万円を計上いたしました結果、当第２四半期連結会計期間の税金等調整

前四半期純利益は２億21百万円となり、四半期純利益は84百万円となりました。

なお、セグメントの状況は以下のとおりです。

［紙製品関連事業］

受注生産を主体とする図書製本及び手帳の売上高は16億40百万円、受注高は20億28百万円となりま

した。なお、図書製本におきましては、Ｗｅｂ製本サービス「フエルファインブック」を今年３月より

開始し、少部数製本の新たなユーザーの開拓に努めております。

アルバム等日用紙製品につきましては、デジタル写真のニーズを鋭くとらえた商品やサービスの提

供を心がけ、また毎日の生活がもっと楽しく、素敵になっていただけるような生活サポート文具を製品

化し、「クラッシモ」ブランドで展開しております。

ビジネスフォームの分野では新規顧客の開拓を推進するとともに各種情報処理サービスの一層の拡

充に努めました。この結果、アルバム等日用紙製品及びビジネスフォームの売上高は69億円となり、図

書製本及び手帳を合わせ当事業の売上高は85億41百万円となりました。

利益面におきましては、原材料価格の高騰などの影響もありましたが、付加価値の高い受注や製品の

販売に注力したことにより、営業利益は４億８百万円となりました。

［事務機器関連事業］

大型シュレッダは順調に推移しましたが、中・小型シュレッダは市場の一服感もあり低調に推移し

ました。また子会社のリーマン株式会社が手掛けるチャイルドシートは順調に推移いたしましたが、コ

ンピュータ周辺機器、オフィスファニチャー、樹脂製収納用品は、原材料価格高騰等の影響により商品

構成の見直しを実施いたしました。この結果、当事業の売上高は32億31百万円となりました。

利益面におきましては、商品構成の見直し等により付加価値の高い商品の販売に注力し、また経費削

減に努めました結果、営業利益は１億５百万円となりました。

［その他事業］

連結子会社の日達物流が営む貨物運送事業等は、売上高が18百万円、営業利益は５百万円となりまし

た。
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(2)　財政状態の分析

①資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.5％減少し、216億49百万円となりました。これは仕掛品が

５億22百万円、商品及び製品が３億90百万円、原材料及び貯蔵品が２億49百万円それぞれ増加しました

が、受取手形及び売掛金が11億97百万円、現金及び預金が４億11百万円減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、250億４百万円となりました。これは工具・器

具・備品(その他固定資産)が１億４百万円増加し、投資有価証券(その他固定資産)が２億86百万円、建

物及び構築物が１億69百万円減少したことなどによります。

この結果、当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、466億54百万円となり

ました。

②負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて14.8％減少し、156億76百万円となりました。これは短期借入

金が６億85百万円増加しましたが、１年内償還予定の社債(その他流動負債)が35億円減少したことな

どによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて25.9％増加し、119億29百万円となりました。これは、長期借

入金が24億13百万円増加したことなどによります。

この結果、当第２四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて0.9％減少し、276億５百万円と

なりました。

③純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.2％減少し、190億49百万円となりました。これはその他

有価証券評価差額金が１億60百万円、利益剰余金が64百万円減少したことなどによります。

この結果、当第２四半期末の自己資本比率は39.7％となり、前連結会計年度末に比べて0.1ポイント

低下いたしました。

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、４億74百万円の支出とな

りました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益２億21百万円、減価償却費３億68百万円、賞与引当金の

増加額２億99百万円、仕入債務の増加額96百万円、たな卸資産の増加額６億94百万円、売上債権の増加額

４億64百万円等であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億90百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産

の取得による支出３億73万円、無形固定資産の取得による支出23百万円、有形固定資産の売却による収入

５百万円等であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、１億24百万円の支出となりました。主な内訳は、長期借入れに

よる収入５億円、短期借入金の増加額２億８百万円、長期借入金の返済による支出３億30百万円、社債の

償還による支出５億円等であります。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は第１四半期連結会計期間末に比べて

９億84百万円の減少となり、31億26百万円となりました。

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。
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(5)　研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は59百万円であります。

(6)　経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社を取り巻く事業環境は、原材料価格の高騰や個人消費の低迷など依然厳しい状況にあり、加えて内

外の景気動向、為替レートの変動等が当社グループの経営成績に重要な影響を与える可能性があります。

当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえ、受注生産部門では新規顧客の開拓を推進する

とともに、付加価値の高い受注に注力いたしました。また、「フエルフォトブック」や「フエルファイン

ブック」などの新しい事業を展開中であり、毎日の生活をより楽しく素敵にすごしていただけるような

生活サポート文具「クラッシモ」を製品化し拡販するなど、営業部門と製造部門の連繋を一層密にした

強固な販売体制の構築をめざし、業績の向上に努めてまいりました。

今後は、生産面においては、引き続き効率生産を推進し新製品の開発を拡充するとともに、海外工場の

一層の採算性の向上、品質管理の徹底に注力いたします。また販売面では、データプリントサービス事業、

ネットビジネス、環境関連事業などの成長事業の拡大を図るとともに、新規事業の創出に努めてまいりま

す。

また、不採算の連結子会社の採算性の向上に努め、グループ会社間のシナジー効果を生産面、販売面の

両面において最大限発揮できるよう注力してまいります。

(7)　経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、現在入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めています

が、原材料価格の高騰、個人消費の低迷、景気の後退など依然厳しい事業環境が継続するものと思われま

す。

このような状況を踏まえ、尚一層の採算性の向上をめざし、売価の見直しや生産の合理化、コストダウ

ンを徹底するとともに、新規事業への参入、新製品の開発、海外市場の開拓などを積極的に進めてまいり

ます。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

当第２四半期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の計画は以下の通りです。

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容
投資予定額(百万円)資金調達

方法
着手年月 完了年月

完成後の
増加能力総額 既支払額

ナカバヤシ㈱
掛合工場
(島根県
雲南市)

紙製品
関連事業

ファイル
製造設備
新設

143 45自己資金
平成20年
９月

平成21年
４月

生産能力
30％増

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 198,490,000

計 198,490,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第２四半期会計期間末現在

発行数(株)

(平成20年９月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成20年11月12日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 61,588,589 61,588,589

 東京証券取引所
   （市場第一部）
 大阪証券取引所
   （市場第一部）

－

計 61,588,589 61,588,589 － －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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20年９月30日 － 61,588 － 6,666 － 8,740
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

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(％)

　第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１-13-１ 4,192 6.80

　中　林　代次郎 大阪府堺市東区 3,078 4.99

　株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２-２-１ 2,809 4.56

　滝　本　安　克 大阪府堺市東区 2,418 3.92

　株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１-１-５ 2,169 3.52

　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１-８-11 1,750 2.84

　日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１-６-６ 1,515 2.46

　日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口４Ｇ)

東京都中央区晴海１-８-11 1,291 2.09

　株式会社西京銀行 山口県周南市平和通１-10-２ 1,289 2.09

　ナカバヤシ従業員持株会 大阪市中央区北浜東１-20 1,152 1.87

計 ― 21,667 35.18

(注)　１　上記の株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)　　　531千株

２　上記のほか当社所有の自己株式4,896千株(7.94％)があります。

　

(6) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

平成20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)

－
権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式普通株式 4,896,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 56,193,00056,193同上

単元未満株式 普通株式 499,589－ 同上

発行済株式総数 61,588,589－ －

総株主の議決権 － 56,193 －

(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2,000株(議決権２個)含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式280株が含まれております。

　

②　【自己株式等】

平成20年９月30日現在

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)

ナカバヤシ株式会社 大阪市中央区北浜東１－20 4,896,000 － 4,896,0007.94

計 － 4,896,000 － 4,896,0007.94

　

EDINET提出書類

ナカバヤシ株式会社(E00679)

四半期報告書

10/26



２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年

４月

 

５月

 

６月

 

７月

 

８月

 

９月

最高(円) 185 197 217 235 224 185

最低(円) 170 180 182 196 176 152

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場を記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半

期連結財務諸表規則を適用しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)の四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第２四半期
連結会計期間末

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,187 3,598

受取手形及び売掛金 9,568 10,765

有価証券 2 －

商品及び製品 4,970 4,579

仕掛品 1,292 769

原材料及び貯蔵品 1,400 1,151

その他 1,263 970

貸倒引当金 △34 △80

流動資産合計 21,649 21,753

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,352 6,521

土地 11,130 11,130

その他（純額） 3,893 3,799

有形固定資産合計 ※１
 21,376

※１
 21,451

無形固定資産

のれん 96 116

その他 236 144

無形固定資産合計 333 260

投資その他の資産

その他 3,354 3,741

貸倒引当金 △59 △61

投資その他の資産合計 3,294 3,680

固定資産合計 25,004 25,392

資産合計 46,654 47,146
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(単位：百万円)

当第２四半期
連結会計期間末

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,318 7,371

短期借入金 4,445 3,759

未払法人税等 171 273

賞与引当金 680 503

役員賞与引当金 － 8

その他 3,060 6,474

流動負債合計 15,676 18,391

固定負債

長期借入金 8,369 5,955

退職給付引当金 3,070 3,050

役員退職慰労引当金 30 294

その他 459 175

固定負債合計 11,929 9,475

負債合計 27,605 27,866

純資産の部

株主資本

資本金 6,666 6,666

資本剰余金 8,740 8,740

利益剰余金 3,595 3,660

自己株式 △1,162 △1,160

株主資本合計 17,840 17,907

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 582 742

繰延ヘッジ損益 △13 －

為替換算調整勘定 94 97

評価・換算差額等合計 663 839

少数株主持分 544 533

純資産合計 19,049 19,280

負債純資産合計 46,654 47,146
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 23,115

売上原価 16,775

売上総利益 6,339

販売費及び一般管理費 ※１
 6,000

営業利益 339

営業外収益

受取利息 2

受取配当金 33

有価証券売却益 0

受取保険金 78

受取賃貸料 72

その他 99

営業外収益合計 287

営業外費用

支払利息 113

有価証券売却損 0

その他 68

営業外費用合計 181

経常利益 444

特別利益

貸倒引当金戻入額 46

その他 0

特別利益合計 46

特別損失

固定資産処分損 11

たな卸資産評価損 64

その他 5

特別損失合計 80

税金等調整前四半期純利益 410

法人税、住民税及び事業税 154

法人税等調整額 132

法人税等合計 286

少数株主利益 18

四半期純利益 105
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 11,791

売上原価 8,596

売上総利益 3,194

販売費及び一般管理費 2,988

営業利益 205

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 1

有価証券売却益 0

受取賃貸料 36

その他 51

営業外収益合計 89

営業外費用

支払利息 55

有価証券売却損 0

その他 21

営業外費用合計 77

経常利益 218

特別利益

貸倒引当金戻入額 9

その他 0

特別利益合計 9

特別損失

固定資産処分損 3

投資有価証券評価損 3

その他 0

特別損失合計 7

税金等調整前四半期純利益 221

法人税、住民税及び事業税 102

法人税等調整額 23

法人税等合計 125

少数株主利益 10

四半期純利益 84
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 410

減価償却費 707

のれん償却額 19

貸倒引当金の増減額（△は減少） △47

受取利息及び受取配当金 △35

支払利息 113

売上債権の増減額（△は増加） 1,172

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,163

仕入債務の増減額（△は減少） △52

賞与引当金の増減額（△は減少） 176

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △263

有価証券売却損益（△は益） △0

投資有価証券評価損益（△は益） 3

有形固定資産処分損益（△は益） 11

未払消費税等の増減額（△は減少） 24

その他 80

小計 1,169

利息及び配当金の受取額 35

利息の支払額 △123

法人税等の支払額 △247

営業活動によるキャッシュ・フロー 833

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売買による収支（純額） 0

有形固定資産の取得による支出 △621

有形固定資産の売却による収入 7

投資有価証券の取得による支出 △4

投資有価証券の売却による収入 2

無形固定資産の取得による支出 △59

定期預金の預入による支出 △0

定期預金の払戻による収入 10

子会社株式の取得による支出 △0

短期貸付金の増減額（△は増加） △0

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △667

EDINET提出書類

ナカバヤシ株式会社(E00679)

四半期報告書

17/26



(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 3,700

長期借入金の返済による支出 △1,166

社債の償還による支出 △3,500

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △170

短期借入金の純増減額（△は減少） 572

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △566

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △401

現金及び現金同等物の期首残高 3,527

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,126
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

(１)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
　「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号)を第１四半
期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)に
変更しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益及び経常利益が
25百万円、税金等調整前四半期純利益が89百万円それぞれ減少しております。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

 

(２)リース取引に関する会計基準等の適用
　「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　企業会計
基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正
平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファ
イナンス・リース取引の内、重要な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から通
常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によって
おります。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四
半期連結累計期間のリース資産が無形固定資産(その他)に30百万円計上されております。
　なお、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。
 

(３)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用
　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会　平成18年５月
17日　実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。
　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はあり
ません。

　

【簡便な会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ
ております。

　

【追加情報】

　

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　重要な減価償却資産の減価償却の方法
　第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直しを行い、一
部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。
　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。
２　当社は、役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平
成20年６月27日をもって役員退職慰労金制度を廃止いたしました。これに伴い、廃止までの期間に対応する役員退
職慰労金相当額271百万円は、退職時に支給するため、役員退職慰労引当金から12百万円を未払金(流動負債の「そ
の他」)に、259百万円を長期未払金(固定負債の「その他」)にそれぞれ振り替えております。なお、当第２四半期連
結累計期間の目的取崩額を除く金額259百万円については、長期未払金(固定負債の「その他」)に含めて計上して
おります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第２四半期連結会計期間末

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　 32,190百万円※１ 有形固定資産の減価償却累計額   31,869百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料 1,971百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円

賞与引当金繰入額 386百万円

役員退職慰労引当金繰入額 9百万円

退職給付費用 174百万円

荷造運賃 1,209百万円

 

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料 978百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円

賞与引当金繰入額 171百万円

役員退職慰労引当金繰入額 2百万円

退職給付費用 98百万円

荷造運賃 590百万円

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

    借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 3,187百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △61百万円

現金及び現金同等物 3,126百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　

平成20年９月30日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期

連結会計期間末

普通株式 (株） 61,588,589

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期

連結会計期間末

普通株式 (株) 4,896,280

　

３　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 170 3 平成20年３月31日平成20年６月30日利益剰余金

　

(2)　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年10月31日
取締役会

普通株式 170 3 平成20年９月30日平成20年12月１日利益剰余金

　

４　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

　　当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

紙製品
関連事業

(百万円)

事務機器
関連事業

(百万円)

その他事業

(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

8,541　 3,231　 18　 11,791　 －　 11,791　

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

7　 42　 344　 394　 (394) －　

計 8,548　 3,274　 363　 12,185　 (394) 11,791　

営業利益 408　 105　 5　 518　 (312) 205　

　

　　当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

紙製品
関連事業

(百万円)

事務機器
関連事業

(百万円)

その他事業

(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

16,457　 6,620　 36　 23,115　 －　 23,115　

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

10　 95　 702　 808　 (808) －　

計 16,468　 6,716　 739　 23,924　 (808) 23,115　

営業利益 716　 241　 19　 976　 (637) 339　

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1) 紙製品関連事業………図書製本・手帳・アルバム等日用紙製品の製造販売

(2) 事務機器関連事業……ＯＡデスク・レターケース等鋼製事務機・コンピュータ用品・オフィス家具・

　　　　　　　　　　　　チャイルドシート等の製造販売 

(3) その他事業……………貨物自動車運送業・同取扱事業

３　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　１　会計処理の原則及び手続の変更　(１)

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用」に記載の通り、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基

準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準について

は、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

　　　この結果、この変更に伴い、当第２四半期連結累計期間の「紙製品関連事業」の営業利益が13百万円、また、

「事務機器関連事業」の営業利益が12百万円、それぞれ減少しております。
　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１．　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

　

326円40銭

　

330円62銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円） 19,049 19,280

普通株式に係る純資産額(百万円) 18,504 18,746

差額の主な内訳(百万円)

　少数株主持分 544 533

普通株式の発行済株式数(千株) 61,588 61,588

普通株式の自己株式数(千株) 4,896 4,886

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

56,692 56,702

　

２.　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

　

１株当たり四半期純利益 1円86銭

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

　四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 105　

　普通株式に係る四半期純利益(百万円) 105　

　普通株主に帰属しない金額(百万円) －　

　普通株式の期中平均株式数(千株) 56,698　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

　

１株当たり四半期純利益 1円50銭

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目

当第２四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

　四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 84　

　普通株式に係る四半期純利益(百万円) 84　

　普通株主に帰属しない金額(百万円) －　

　普通株式の期中平均株式数(千株) 56,695　
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(重要な後発事象)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

(自己株式の取得)

　当社は、平成20年10月31日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを下記のとおり決議いたしました。

 自己株式取得に関する取締役会の決議内容

　① 取得の理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため

　② 取得の方法

市場買付け

　③ 取得する株式の種類

当社普通株式

　④ 取得する株式の数

100万株 (上限)

　⑤ 取得価額の総額

２億50百万円 (上限)

　⑥ 取得の時期

平成20年11月４日から平成21年２月27日まで

　なお、平成20年11月12日現在で、48,000株、７百万円の自己株式を取得しております。

　

２【その他】

第59期(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)中間配当については、平成20年10月31日開催の取

締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主ま

たは登録株式質権者に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

　　　　①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　 170百万円

　　　　②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　３円00銭

　　　　③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成20年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月12日

ナカバヤシ株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
　業務執行社員

公認会計士　　寺　澤　　　　豊　　　印

　

指定有限責任社員
　業務執行社員

公認会計士　　小　市　　裕　之　　　印

　

指定有限責任社員
　業務執行社員

公認会計士　　佐　藤　　陽　子　　　印

　

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

バヤシ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

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

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

る。

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

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

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

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

れた。

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

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ナカバヤシ株式会社及び連結子会社の平成20

年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の

経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年10月31日開催の取締役会において自己株式取得に

係る事項を決議し、平成20年11月12日までに自己株式の取得の一部を実施している。

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

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

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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