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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163期

前第１四半期　　　　　　　連結
累計(会計)期間

第164期
当第１四半期　　　　　　　連結

累計(会計)期間
第163期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成21年４月１日 
至　平成21年６月30日

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

売上高 (百万円) 409,289 350,662 1,617,341

経常利益 (百万円) 7,488 6,390 24,933

四半期純利益又は当期
純損失(△)

(百万円) 1,689 1,067 △7,730

純資産額 (百万円) 931,868 871,269 867,738

総資産額 (百万円) 1,743,657 1,662,910 1,681,745

１株当たり純資産額 (円) 1,213.64 1,154.44 1,148.00

１株当たり四半期
純利益又は当期純損失
(△)

(円) 2.57 1.66 △11.87

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 2.54 － －

自己資本比率 (％) 45.7 44.7 44.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 35,841 32,565 136,751

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △19,281 △19,710 △126,243

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △11,368 △10,888 5,869

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 229,413 238,770 236,196

従業員数 (人) 39,941 48,652 47,522

(注)　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して　　い

ない。

 ２　売上高には、消費税等は含まれていない。

 ３　第164期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半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。

 ４　第163期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため記載していない。

 ５　従業員数は、「就業人員数」で表示している。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期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】

当第１四半期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21年６月30日現在

従業員数(人) 48,652[7,270]

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

で記載している。なお、臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いている。

　

　

(2) 提出会社の状況

　　　　　　平成21年６月30日現在

従業員数(人) 8,934　

(注)　従業員数が当第１四半期会計期間において2,614人減少しているが、これは主に平成21年４月に当社の製造部門

を事業領域（情報・ネットワーク系、生活環境系、エレクトロニクス系）ごとの３社に分社化したことによるも

のである。
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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１四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

ある。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

情報・ネットワーク系事業 208,156 △7.8

生活環境系事業 87,721 △9.9

エレクトロニクス系事業 51,886 △39.8

合計 347,763 △15.0

(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

当第１四半期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。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

情報・ネットワーク系事業 209,110 △7.7 43,584 16.4

生活環境系事業 84,407 △14.8 60,111 △3.0

エレクトロニクス系事業 52,570 △43.7 21,834 △38.8

合計 346,088 △17.4 125,530 △7.1

(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

当第１四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

ある。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

情報・ネットワーク系事業 208,953 △6.5

生活環境系事業 89,060 △8.2

エレクトロニクス系事業 52,648 △40.6

合計 350,662 △14.3

(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。
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２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当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る。
　
(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）のわが国経済は、生産や

輸出に一部持ち直しの動きが見え始めたものの、雇用環境は依然として厳しい状況が続き、個人消費も低

迷するなど、低調で厳しい状況で推移した。

このような状況のなかでトッパングループは、21世紀の企業像と事業領域を定めた「ＴＯＰＰＡＮ Ｖ

ＩＳＩＯＮ ２１」に基づき、「事業構造改革の遂行」、「グローバル対応の加速」、「グループ型経営の

強化」を重要な課題と位置付け、グループ一体となって既存事業における競争優位性の確立を図り、コス

ト削減を推進して収益体質の強化に努めるとともに、新たな事業領域の拡大を推進した。

　しかしながら印刷業界を取り巻く環境は、企業の広告宣伝費の縮小、出版市場の不調、エレクトロニクス

関連市場の不振が続くなかで価格競争が激化するなど依然として厳しい状況が続いた。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は前年同四半期連結会計期間に比べ14.3％減の3,506

億円となった。また、営業利益は80.3％減の15億円となり、経常利益は14.7％減の63億円となった。四半期

純利益は前年同四半期連結会計期間に比べ、36.8％減の10億円となった。
　

　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、昨年度から続く世界的な金融危機の影響で通帳や有価証券等のセキュリ

ティデバイス関連商品を中心に前年を下回った。一方、高速道路料金値引きに伴うＥＴＣカードは堅

調に推移した。

商業印刷関連では、企業の広告宣伝費削減の傾向がいっそう強まり、主力のチラシ、パンフレット

が前年より減少したが、定額給付金に関連した業務受託ビジネスやＤＭなどは堅調に推移した。

出版印刷関連では、出版市場全体が縮小傾向で推移するなか、雑誌、書籍ともに前年を下回った。

ビジネスフォーム関連のデータ・プリント・サービスは、景気後退による販促系通知物が減少し

微増に留まった。ビジネスフォームは、ＩＴ化による帳票の低付加価値化や経費節減による影響で前

年を下回った。

以上の結果、情報・ネットワーク系事業の売上高は前年同四半期連結会計期間に比べ6.6％減の

2,116億円、営業利益は16.4％減の67億円となった。 
　

②生活環境系事業

パッケージ関連では、市場の環境意識の高まりから、環境配慮型製品である紙製飲料缶「カートカ

ン」は順調に推移した。しかしながら、個人消費の冷え込みの影響を受け、全体として前年より減少

した。

産業資材関連では、プラスチック製電子機器部材は前年を下回ったが、太陽電池市場の伸長を受

け、太陽電池向けバックシートは順調に推移した。

建装材関連では、環境配慮型製品の「エコシート」などの積極的な販売展開をしたが、国内外市場

での需要の低迷が長引き、前年より減少した。

以上の結果、生活環境系事業の売上高は前年同四半期連結会計期間に比べ11.0％減の962億円、営

業利益は11.2％増の41億円となった。
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③エレクトロニクス系事業

半導体関連のフォトマスクは、国内・海外とも先端品を中心に拡販に努めたが、半導体関連市場は

依然として厳しい状況が続き、前年より減少した。

ディスプレイ関連のカラーフィルタは、中小型サイズが携帯電話向けを中心に需要が減少、大型サ

イズは回復基調にあったが、単価下落の影響もあり、前年を下回った。同様に液晶用反射防止フィル

ムも前年より減少した。

プリント配線板は、電子機器や通信機器などの市場低迷を受け、前年より減少した。

以上の結果、エレクトロニクス系事業の売上高は前年同四半期連結会計期間に比べ40.7％減の526

億円、営業損失は33億円（前年同四半期連結会計期間は営業利益18億円）となった。 

　

所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりである。

①日本

国内は、情報・ネットワーク系事業では、チラシ、パンフレット、出版印刷関連が減少した。生活環

境系事業では、軟包材、紙器、プラスチック成形品が減少した。エレクトロニクス系事業では、フォト

マスク及びカラーフィルタが減少した。

以上の結果、日本における売上高は前年同四半期連結会計期間に比べ14.2％減の3,261億円、営業

利益は25.4％減の105億円となった。

　

②アジア

アジアでは、フォトマスク、カラーフィルタ及び出版印刷関連が減少した。

以上の結果、アジアにおける売上高は前年同四半期連結会計期間に比べ14.8％減の234億円、営業

損失は17億円（前年同四半期連結会計期間は営業利益3億円）となった。

　

③その他の地域

その他の地域では、米国はフォトマスク及び建装材が減少した。欧州はセキュリティ関連製品が増

加したものの、フォトマスクは減少した。

以上の結果、その他の地域における売上高は前年同四半期連結会計期間に比べ32.9％減の71億円、

営業損失は14億円（前年同四半期連結会計期間は営業損失14億円）となった。       

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ188億円減少し、1兆6,629億

円となった。これは現金及び預金が225億円、受取手形及び売掛金が371億円、それぞれ減少したものの、有

価証券が260億円増加したことなどによるものである。 

　負債は、前連結会計年度末に比べ223億円減少し、7,916億円となった。これは支払手形及び買掛金が194

億円、賞与引当金が98億円減少したことなどによるものである。 

　純資産は、前連結会計年度末に比べ35億円増加し、8,712億円となった。これはその他有価証券評価差額

金が68億円増加したことなどによるものである。 
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期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25億円（1.1％）増加し2,387億円となった。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結会計期間に比

べ32億円(9.1％)減少し325億円となった。これは仕入債務の減少額が68億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)

当第１四半期連結会計期間における投資活動により使用した資金は、前年同四半期連結会計期間に比

べ4億円(2.2％)増加し197億円となった。これは有形固定資産の取得による支出が48億円減少したもの

の、投資有価証券の売却及び償還による収入が40億円減少したことや、関係会社株式の取得による支出が

18億円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)

当第１四半期連結会計期間における財務活動により使用した資金は、前年同四半期連結会計期間に比

べ4億円(4.2％)減少し108億円となった。これは配当金の支払額が7億円減少したことなどによるもので

ある。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期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。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりである。
                                                                                        
会社の支配に関する基本方針

①株式会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容

トッパングループの社会的使命は、「情報を伝え、文化を育み、ふれあい豊かなくらしに貢献す

る」ことである。そして、豊かなくらしの実現のためには、まず当社グループが社会から永続的に信

頼され、必要とされる企業であり続けることが重要である。このような当社グループの社会的使命に

関する十分な理解なくしては、株主が将来実現することのできる企業価値・株主価値を適正に判断

することはできない。したがって、当社においては、上記の考え方を十分に理解し、専門性の高い業務

知識や営業ノウハウを備えた者が取締役に就任し、法令および定款の定めを遵守しつつ当社の財務

および事業の方針の決定に携わることが、当社および当社株主共同の利益に資するものと考えてい

る。                                          

 

② 不適切な者による支配の防止のための取組み

当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模買付行為

に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株主の判断に委ねられるべきものである

と考える。もっとも、当社の株式に対する買収提案がなされた場合、その提案内容が妥当かどうかを

株主が適切に判断するためには、大規模買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報

が提供されることが不可欠であると考える。

そのため、平成19年６月28日開催の第161回定時株主総会の決議によって、特定株主グループの議

決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グ

ループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為を行おうとする者に対して、事前に当

社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、当社取締役会が当該情報を検討するために必要

である一定の評価期間が経過した後にのみ大規模買付行為を開始できることを要請する「大規模買

付者による情報提供および当社取締役会による対抗措置の発動に関するルール（以下、大規模買付

ルールという。）」の導入を決定している。

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、

当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限に尊重したうえで、当社および当社株主全体の利益を守

ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款により認められる対

抗措置をとり、当該大規模買付行為に対抗する場合がある。

 

③上記②の取組みについての取締役会の判断及びその判断に係る理由

当社取締役会は、上記②の取組みが上記①の基本方針に沿って策定され、当社の企業価値及び株主

共同の利益を確保するための取組みであり、当社株主共同の利益を損なうものではないと考える。当

社株主が将来実現することのできる企業価値・株主価値を適正に判断するためには、上記①の考え

方を十分に理解し、専門性の高い業務知識や営業ノウハウを備えた者が取締役に就任することが必

要不可欠であると判断されるからである。

また、当社は、取締役会による恣意的な判断の防止及び判断の合理性・公正性を担保するため、当

社取締役会から独立した機関として特別委員会を設置している。上記②の取組みには、当社取締役会

が新株予約権無償割当て等、会社法及び定款により認められる対抗措置をとる場合には、特別委員会

の勧告を最大限尊重し、当社及び当社株主共同の利益を守ることを目的とすることが定められてお

り、取締役の地位の維持を目的とするものではない。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期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5,896

百万円である。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備の状況について、重要な変更はない。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期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。

また、当第１四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、拡充、改修、除却、売却等

の計画はない。
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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 2,700,000,000

計 2,700,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月13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 699,412,481699,412,481
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は1,000株である。

計 699,412,481699,412,481― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成21年８月１日からこの四半期報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債の

権利行使により発行された株式数は含まれていない。
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(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）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 88

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 216,748

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,030

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

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　　　　　　　　

新株予約権の行使の条件 （注）２

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。

新株予約権付社債の残高（百万円） 440

代用払込みに関する事項 （注）３

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(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。
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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）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 7,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 18,324,607

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,910

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

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

新株予約権の行使の条件 （注）２

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。

新株予約権付社債の残高（百万円） 35,000

代用払込みに関する事項 （注）３

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

(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。

４(イ)当社が組織再編行為を行う場合、(i)その時点において（法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考

慮した結果）法律上実行可能であり、(ii)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能で

あり、かつ(iii)その全体に照らして実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出（租税債務を含

む。）を当社又は承継会社等に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本社債の債務

者とするための本新株予約権付社債の要項に定める措置及び本新株予約権に代わる新たな新株予約権（以下

は「承継会社等の新株予約権」という。）の交付をさせるよう最善の努力を尽くすものとする。
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(ロ)上記(イ)に定める事項が(i)その時点において（法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した

結果）法律上実行可能でないか、(ii)その実行のための仕組みが構築されておらず、かつ構築可能でないか、

又は(iii)その全体に照らして実行のために当社が不合理であると判断する費用若しくは支出（租税債務を

含む。）を当社又は承継会社等に生じさせる場合であり、その旨を当社が受託会社に対し当社の代表取締役が

署名する証明書によって証明した場合には、その時点において（法律の公的又は司法上の解釈又は適用につ

いて考慮した結果）法律上及び実務上実行可能である限りにおいて、本新株予約権付社債所持人に対し、その

保有していた本新株予約権付社債と同等の経済的利益を提供する旨の申出を行うか又は承継会社等をしてか

かる申出を行わせるものとする。なお、その全体に照らして当社が不合理であると判断する費用又は支出（租

税債務を含む。）を当社又は承継会社等に生じさせることなく、（法律の公的又は司法上の解釈又は適用につ

いて考慮した結果）法律上及び実務上実行可能である場合には、当社は、承継会社等をして、かかる経済的利

益の一部として、下記(ハ)に定める新株予約権を交付させるよう最善の努力をしなければならない。

(ハ)上記(イ)、(ロ)に定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそれぞれ交付されるものとする。

　　(ⅰ)交付される承継会社等の新株予約権の数 

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債所持人が

保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 

　　(ⅱ)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類  

承継会社等の普通株式とする。 

　　(ⅲ)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数  

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件

を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は(注)５と同

様な調整に服する。

(a)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株

予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得ら

れる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受

領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又は

その他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得

られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

(b)その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約

権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予

約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額

を定める。

　　(ⅳ)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法  

承継会社等の新株予約権１個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権１

個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。 

　　(ⅴ)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間  

本新株予約権の行使期間の開始日と当該組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権

の行使期間の満了日までとする。但し、当社が組織再編行為を実行するために本新株予約権の行使の停止が

必要であると当社が合理的に判断した場合は、本新株予約権は、当社が定める期間（かかる期間は、30日を

超えることはできず、当該組織再編行為の効力発生日の14日後の日以前に終了するものとする。）は行使す

ることができないものとする。 

　　(ⅵ)承継会社等の新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。また、各本新株予約権は(注)２と同様の制限を受ける。 

　　(ⅶ)承継会社等の新株予約権の取得条項 

　本新株予約権の取得条項と同様に取得することができる。 

(ⅷ)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項 

(a)資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額

とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b)資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。
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　　(ⅸ)その他 

本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数につき、１株未満の端数は切り捨て、現金によ

る調整は行わない。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社

債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する

制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の

新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約権及び

本社債の代わりに交付できるものとする。 

５　転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発行し

又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、

「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいう。

　 　 　 　
既発行
株式数

＋

発行又は
処分株式数

×
１株当たりの発行
又は処分価額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価

既発行株式数＋発行又は処分株式数

　　また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当てを含む。）又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含む。）の発行が

行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
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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。

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）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 7,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 18,324,607

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,910

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

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

新株予約権の行使の条件 （注）２

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。

新株予約権付社債の残高（百万円） 35,000

代用払込みに関する事項 （注）３

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

(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。

４(イ)当社が組織再編行為を行う場合、(i)その時点において（法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考

慮した結果）法律上実行可能であり、(ii)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能で

あり、かつ(iii)その全体に照らして実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出（租税債務を含

む。）を当社又は承継会社等に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本社債の債務

者とするための本新株予約権付社債の要項に定める措置及び本新株予約権に代わる新たな新株予約権（以下

は「承継会社等の新株予約権」という。）の交付をさせるよう最善の努力を尽くすものとする。
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(ロ)上記(イ)に定める事項が(i)その時点において（法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した

結果）法律上実行可能でないか、(ii)その実行のための仕組みが構築されておらず、かつ構築可能でないか、

又は(iii)その全体に照らして実行のために当社が不合理であると判断する費用若しくは支出（租税債務を

含む。）を当社又は承継会社等に生じさせる場合であり、その旨を当社が受託会社に対し当社の代表取締役が

署名する証明書によって証明した場合には、その時点において（法律の公的又は司法上の解釈又は適用につ

いて考慮した結果）法律上及び実務上実行可能である限りにおいて、本新株予約権付社債所持人に対し、その

保有していた本新株予約権付社債と同等の経済的利益を提供する旨の申出を行うか又は承継会社等をしてか

かる申出を行わせるものとする。なお、その全体に照らして当社が不合理であると判断する費用又は支出（租

税債務を含む。）を当社又は承継会社等に生じさせることなく、（法律の公的又は司法上の解釈又は適用につ

いて考慮した結果）法律上及び実務上実行可能である場合には、当社は、承継会社等をして、かかる経済的利

益の一部として、下記(ハ)に定める新株予約権を交付させるよう最善の努力をしなければならない。

(ハ)上記(イ)、(ロ)に定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそれぞれ交付されるものとする。

　　(ⅰ)交付される承継会社等の新株予約権の数 

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債所持人が

保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 

　　(ⅱ)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類  

承継会社等の普通株式とする。 

　　(ⅲ)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数  

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件

を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は(注)５と同

様な調整に服する。

(a)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株

予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得ら

れる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受

領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又は

その他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得

られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。 

(b)その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約

権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予

約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額

を定める。 

　　(ⅳ)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法  

承継会社等の新株予約権１個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権１

個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。 

　　(ⅴ)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間  

本新株予約権の行使期間の開始日と当該組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権

の行使期間の満了日までとする。但し、当社が組織再編行為を実行するために本新株予約権の行使の停止が

必要であると当社が合理的に判断した場合は、本新株予約権は、当社が定める期間（かかる期間は、30日を

超えることはできず、当該組織再編行為の効力発生日の14日後の日以前に終了するものとする。）は行使す

ることができないものとする。 

　　(ⅵ)承継会社等の新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。また、各本新株予約権は(注)２と同様の制限を受ける。 

　　(ⅶ)承継会社等の新株予約権の取得条項 

　本新株予約権の取得条項と同様に取得することができる。 

(ⅷ)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項 

(a)資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額

とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b)資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。
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　　(ⅸ)その他 

本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数につき、１株未満の端数は切り捨て、現金によ

る調整は行わない。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社

債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する

制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の

新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約権及び

本社債の代わりに交付できるものとする。 

５　転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発行し

又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、

「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいう。

　 　 　 　
既発行
株式数

＋

発行又は
処分株式数

×
１株当たりの発行
又は処分価額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価

既発行株式数＋発行又は処分株式数

　　また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当てを含む。）又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含む。）の発行が

行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(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21年６月30日 ― 699,412 ― 104,986 ― 117,738

　

(5) 【大株主の状況】

　
大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していな

い。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができないことから、直前の基準日である平成21年３月31日の株主名簿により記載している。

　

① 【発行済株式】

平成21年３月31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　 54,327,000

完全議決権株式(その他)   普通株式　640,071,000　　　　640,071 ―

単元未満株式   普通株式　  5,014,481 ― 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 ― 　　　　640,071 ―

(注)　１　「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。

２　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が601株含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成21年３月31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） 東京都台東区台東一丁目
５番１号

　 　 　 　

  凸版印刷株式会社 54,327,000― 54,327,0007.77

計 ― 54,327,000― 54,327,0007.77

　

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21年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 775 859 1,000

最低(円) 650 723 842

(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。
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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において、役員の異動はない。
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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いる。

　前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務

諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第

１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表

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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、また、当第１四半期連結会計期間(平成

21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年

６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 158,130 180,643

受取手形及び売掛金 386,911 424,049

有価証券 88,771 62,754

商品及び製品 37,552 38,479

仕掛品 32,575 31,889

原材料及び貯蔵品 20,565 20,710

その他 30,010 28,694

貸倒引当金 △7,516 △7,720

流動資産合計 747,000 779,499

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 269,416

※１
 269,287

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 183,539

※１
 193,712

土地 139,450 139,215

建設仮勘定 51,852 37,903

その他（純額） ※１
 11,620

※１
 12,060

有形固定資産合計 655,879 652,177

無形固定資産

その他 26,742 27,718

無形固定資産合計 26,742 27,718

投資その他の資産

投資有価証券 156,095 145,885

その他 82,464 81,598

貸倒引当金 △5,271 △5,134

投資その他の資産合計 233,288 222,350

固定資産合計 915,910 902,246

資産合計 1,662,910 1,681,745

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 270,614 290,048

短期借入金 14,785 16,431

1年内返済予定の長期借入金 12,587 12,900

未払法人税等 2,901 6,803

賞与引当金 7,004 16,884

その他の引当金 456 845

その他 95,086 80,826

流動負債合計 403,436 424,740
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日)

固定負債

社債 121,649 126,101

新株予約権付社債 70,440 70,440

長期借入金 116,333 116,777

退職給付引当金 51,228 52,149

その他の引当金 1,319 1,750

その他 27,232 22,048

固定負債合計 388,204 389,266

負債合計 791,641 814,007

純資産の部

株主資本

資本金 104,986 104,986

資本剰余金 117,738 117,738

利益剰余金 580,791 586,809

自己株式 △54,822 △54,802

株主資本合計 748,694 754,732

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,919 3,089

繰延ヘッジ損益 666 705

為替換算調整勘定 △15,914 △19,272

評価・換算差額等合計 △5,328 △15,477

新株予約権 67 81

少数株主持分 127,837 128,402

純資産合計 871,269 867,738

負債純資産合計 1,662,910 1,681,745
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

売上高 409,289 350,662

売上原価 346,408 299,661

売上総利益 62,881 51,001

販売費及び一般管理費

運賃 8,961 7,213

貸倒引当金繰入額 403 268

役員報酬及び給料手当 17,949 17,299

賞与引当金繰入額 2,806 2,319

役員賞与引当金繰入額 140 112

退職給付費用 471 806

役員退職慰労引当金繰入額 107 93

旅費 1,764 1,399

研究開発費 4,991 4,107

その他 17,338 15,817

販売費及び一般管理費合計 54,936 49,437

営業利益 7,944 1,563

営業外収益

受取利息 447 271

受取配当金 2,260 1,870

複合金融商品評価益 － 3,839

持分法による投資利益 409 －

その他 1,839 898

営業外収益合計 4,956 6,880

営業外費用

支払利息 382 839

複合金融商品評価損 4,016 －

持分法による投資損失 － 120

通貨スワップ損失 － 531

その他 1,013 562

営業外費用合計 5,412 2,053

経常利益 7,488 6,390

特別利益

固定資産売却益 268 284

投資有価証券売却益 2 3

貸倒引当金戻入額 － 74

特別利益合計 270 362
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

特別損失

固定資産除売却損 431 606

投資有価証券評価損 1,088 484

投資有価証券売却損 13 1

関係会社整理損 － 547

その他 121 332

特別損失合計 1,654 1,972

税金等調整前四半期純利益 6,104 4,780

法人税、住民税及び事業税 1,096 3,002

法人税等調整額 1,866 627

法人税等合計 2,962 3,630

少数株主利益 1,453 82

四半期純利益 1,689 1,067
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６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 6,104 4,780

減価償却費 22,439 21,203

退職給付引当金の増減額（△は減少） △884 △928

前払年金費用の増減額（△は増加） △660 525

売上債権の増減額（△は増加） 34,839 38,316

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,090 824

仕入債務の増減額（△は減少） △13,366 △20,208

その他 △2,523 △4,679

小計 41,858 39,832

利息及び配当金の受取額 2,728 2,137

利息の支払額 △842 △823

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △7,903 △8,580

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,841 32,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △21,257 △16,401

有形固定資産の売却による収入 783 587

投資有価証券の取得による支出 △2,315 △1,157

投資有価証券の売却及び償還による収入 4,400 351

関係会社株式の取得による支出 － △1,866

その他 △892 △1,223

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,281 △19,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,470 △2,239

長期借入れによる収入 45 1,420

長期借入金の返済による支出 △1,456 △2,618

自己株式の取得による支出 △62 △27

配当金の支払額 △7,438 △6,707

その他 △985 △715

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,368 △10,888

現金及び現金同等物に係る換算差額 △412 607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,779 2,573

現金及び現金同等物の期首残高 224,315 236,196

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

318 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 229,413

※
 238,770
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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１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

１　連結の範囲に関

する事項の変更

 
 

　当第１四半期連結会計期間より、新設分割等により㈱トッパンコミュニケーションプロダ

クツ他４社の計５社を連結の範囲に含めた。

　また、当第１四半期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

ティング東京他13社の計14社が減少した。

 

２　会計処理基準に

関する事項の変更

「工事契約に関する会計基準」の適用

　請負工事等に係る収益の計上基準については、従来、当社及び一部の国内連結子会社は、工

事完成基準を適用していたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成

19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

18号　平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約等から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成

果の確実性が認められる工事等については工事進行基準（工事等の進捗率の見積りは原価

比例法）を、その他の工事等については工事完成基準を適用している。 

　これによる売上高、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軽

微である。 

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

(四半期連結貸借対照表関係)
１　前第１四半期連結会計期間において独立掲記していた「のれん」は、資産の総額の100分の１以下であり、重要

性が乏しいため、当第１四半期連結会計期間より無形固定資産の「その他」に含めて表示している。

　なお、当第１四半期連結会計期間の無形固定資産の「その他」に含まれる「のれん」は5,299百万円である。

 

２　前第１四半期連結会計期間において独立掲記していた「負ののれん」は、負債及び純資産の合計額の100分の１

以下であり、重要性が乏しいため、当第１四半期連結会計期間より固定負債の「その他」に含めて表示している。

　なお、当第１四半期連結会計期間の固定負債の「その他」に含まれる「負ののれん」は5,359百万円である。
 
(四半期連結損益計算書関係)
１　前第１四半期連結累計期間において営業外費用の「その他」に含めていた「通貨スワップ損失」は、営業外費

用の総額の100分の20を超えたため、「四半期連結財務諸表規則」の規定により、当第１四半期連結累計期間より

区分掲記している。

　なお、前第１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「通貨スワップ損失」は320百万円であ

る。
 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
１　前第１四半期連結累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「関係会社

株式の取得による支出」は、重要性が増加したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記している。 

　なお、前第１四半期連結累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「関係会社株

式の取得による支出」は2百万円である。

　

【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６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いる。 

 

２　繰延税金資産及

び繰延税金負債の

算定方法 

 

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

は一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使

用した将来の業績予測やタックスプランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを

利用する方法によっている。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,074,824百万円

 

　２　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

　 　 　 百万円

　 P.T.MATSUZAWA PELITA
45＊１

　 FURNITURE INDONESIA

　 Maskhouse Building
1,006＊２

　 Administration GmbH & Co.KG

　 Advanced Mask Technology
2,349＊３

　 Center GmbH & Co.KG

　 計 3,401　

上記＊１の一部、＊２及び＊３については外貨建

保証債務額であり、当四半期連結会計期間末日の為

替相場により円換算している。

＊１　　　　23百万円（　 248千米ドル）

＊２　　 1,006百万円（ 7,429千ユーロ）

＊３　　 2,349百万円（17,333千ユーロ）

(2)従業員住宅借入金に対する保証

11百万円

(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

6百万円

 

　３　受取手形割引高

29百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,055,686百万円

 

　２　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

　 　 　 百万円

　 P.T.MATSUZAWA PELITA
48＊１

　 FURNITURE INDONESIA

　 Maskhouse Building
1,044＊２

　 Administration GmbH & Co.KG

　 Advanced Mask Technology
2,250＊３

　 Center GmbH & Co.KG

　 計 3,343　

上記＊１の一部、＊２及び＊３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　　　　24百万円（　 248千米ドル）

＊２　　 1,044百万円（ 8,048千ユーロ）

＊３　 　2,250百万円（17,333千ユーロ）

(2)従業員住宅借入金に対する保証

11百万円

(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

6百万円

 

　３　受取手形割引高

26百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

※　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

（平成20年６月30日）
 
　 現金及び預金勘定 162,388百万円

　 有価証券勘定 68,456　

　 　　　計 230,844　

　
預入期間が３か月を超える定期
預金

△ 892　

　
償還期間が３か月を超える債券
等

△ 538　

　 現金及び現金同等物 229,413　

　 　 　 　

※　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

（平成21年６月30日）
 

 現金及び預金勘定 158,130百万円

 有価証券勘定 88,771　

 　　　計 246,901　

 
預入期間が３か月を超える定期預
金

△4,639
　

 償還期間が３か月を超える債券等 △3,492　

 現金及び現金同等物 238,770　
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日

　至　平成21年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 699,412

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 55,492

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第１四半期

連結会計期間末残高
(百万円)

連結子会社
（トッパン・フォームズ株式会社）

― ― 67

合計 ― 67

　
４　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
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年５月28日
取締役会

普通株式 7,095百万円 11円00銭平成21年３月31日平成21年６月29日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間末後となるもの

　　　該当事項なし。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

　
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

223,54497,042 88,702409,289 ― 409,289

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

3,055 11,012 31 14,099(14,099) ―

計 226,599108,05588,733423,389(14,099)409,289

営業利益 8,089 3,722 1,863 13,674(5,730) 7,944

(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

     (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、プリント配線板及び液晶カラーフィ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ルタ等の精密電子部品、機能性フィルム等

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　

　
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

208,95389,060 52,648350,662 ― 350,662

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2,694 7,159 4 9,858 (9,858) ―

計 211,64796,220 52,653360,521(9,858)350,662

営業利益又は営業損失(△) 6,763 4,138 △3,361 7,540 (5,976) 1,563

(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

     (1)情報・ネットワーク系事業・・・通帳等有価証券、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、軟包材等パッケージ類、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、液晶カラーフィルタ、リードフレーム及びプリント配

　　　　　　　　　　　　　　　　　線板等の精密電子部品、反射防止フィルム　　　　　　
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【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６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

374,54625,353 9,390 409,289 ― 409,289

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

5,321 2,212 1,196 8,729 (8,729) ―

計 379,86727,565 10,587418,019(8,729)409,289

営業利益又は営業損失(△) 14,196 361 △1,483 13,074(5,130) 7,944

(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

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６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

322,16721,748 6,746 350,662 ― 350,662

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

3,948 1,725 356 6,029 (6,029) ―

計 326,11523,474 7,103 356,692(6,029)350,662

営業利益又は営業損失(△) 10,587△1,773 △1,474 7,340 (5,776) 1,563

(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、シンガポール

　　　 その他の地域　　　:　北米、欧州
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【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

　 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 39,757 12,515 52,273

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 409,289

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 9.7 3.1 12.8

(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。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　

　 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 26,585 11,084 37,669

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 350,662

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 7.6 3.1 10.7

(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、シンガポール

 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。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

１株当たり純資産額 1,154円44銭
　

　 　

１株当たり純資産額 1,148円00銭
　

　

２　１株当たり四半期純利益等

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益 2円57銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 2円54銭
　

１株当たり四半期純利益 1円66銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

(注)　１ 当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半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の算定上の基礎は、以下のとおりで

ある。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益 　 　

　四半期純利益(百万円) 1,689 1,067

　普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

　普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,689 1,067

　普通株式の期中平均株式数(千株) 656,855 643,937

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　 　

　四半期純利益調整額(百万円) △18 ―

　（うち少数株主利益　　　　(百万円)） △2 ―

　（うち持分法による投資利益(百万円)） △15 ―

　

(重要な後発事象)

該当事項なし。

　

２【その他】

平成21年５月28日開催の取締役会において、平成21年３月期の期末配当に関し、次のとおり決議した。

　(1)　期末配当による配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・　　7,095百万円

　(2)　１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　11円00銭

　(3)　支払請求権の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・・・　　平成21年６月29日

（注）平成21年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、支払を行う。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月11日

凸版印刷株式会社

取締役会　御中

　

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　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　髙　　山　　　勉　　　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　木　　直　　哉　　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」に掲げられている凸版

印刷株式会社の平成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１四半期連結累計期間（平

成20年４月１日から平成20年６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、凸版印刷株式会社及び連結子会社の平成20年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

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

　

以　上

　
 
(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)が別途保管している。

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ない。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年８月７日

凸版印刷株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　佐　　藤　　孝　　夫　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　木　　直　　哉　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　武　　田　　良　　太　　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」に掲げられている凸版

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

成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年

６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、凸版印刷株式会社及び連結子会社の平成21年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

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

　

以　上

　
 
(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)が別途保管している。

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ない。
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