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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３四半期
連結累計期間

第164期
当第３四半期
連結累計期間

第163期
前第３四半期
連結会計期間

第164期
当第３四半期
連結会計期間

第163期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    10月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31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) 1,252,4061,108,704414,102 385,9421,617,341

経常利益 (百万円) 23,282 17,685 2,401 10,772 24,933

四半期純利益又は四半期
(当期)純損失(△)

(百万円) △541 2,232 △6,457 4,902 △7,730

純資産額 (百万円) ― ― 895,122 856,913 867,738

総資産額 (百万円) ― ― 1,711,5821,646,1131,681,745

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,181.041,135.311,148.00

１株当たり四半期
純利益又は四半期(当期)
純損失(△)

(円) △0.83 3.47 △10.05 7.61 △11.87

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― 3.46 ― 7.61 ―

自己資本比率 (％) ― ― 44.4 44.4 44.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 86,323 60,555 ― ― 136,751

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △84,351 △53,459 ― ― △126,243

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △29,517 △25,854 ― ― 5,869

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 193,696 216,735 236,196

従業員数 (人) ― ― 49,634 48,248 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163期第３四半期連結累計期間、第163期第３四半期連結会計期間及び第163期の潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期(当期)純損失であるため記

載していない。

 ４　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３四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３四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12月31日現在

従業員数(人) 48,248[7,835]

(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３四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12月31日現在

従業員数(人) 　 8,850

(注)　従業員数は、就業人員数である。
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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３四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 229,528 △10.2

生活環境系事業 95,576 △5.9

エレクトロニクス系事業 63,990 4.8

合計 389,096 △7.0

(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３四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 218,049 △14.0 35,476 △18.4

生活環境系事業 91,223 △4.6 64,432 3.2

エレクトロニクス系事業 60,308 19.1 18,264 △9.7

合計 369,580 △7.5 118,173 △6.3

(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３四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 227,472 △9.1

生活環境系事業 95,322 △5.6

エレクトロニクス系事業 63,148 0.3

合計 385,942 △6.8

(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３四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３四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３四半期連結会計期間（平成21年10月1日から平成21年12月31日まで）のわが国経済は、輸出の回

復や政府の景気対策により持ち直しの動きが見られるものの、企業収益は低水準に留まり、雇用環境の悪

化傾向が続くなかで個人消費が伸び悩むなど、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。 

 「事業構造改革の遂行」については、トッパングループの事業領域別に製造部門を３社に新設分割し、

全国の工場を一元管理することで経営効率を高めるとともに、生産拠点の統合を進めて最適地生産とコ

ストの圧縮に取り組んだ。加えて、子会社の再編などの構造改革を進めた。「グローバル対応の加速」に

ついては、成長市場である中国において、トッパン　リーフォン　プライベート　リミテッド（旧ＳＮＰ

社）の生産拠点を活用し、事業の拡大を進めた。さらに平成21年11月には北京に新工場を建設し稼働を開

始した。「グループ型経営の強化」については、トッパン・フォームズ㈱、図書印刷㈱等トッパングルー

プ各社との生産連携や物流の効率化などを推進し、グループ総合力を最大限発揮できるよう努めた。 

　また、第10世代液晶パネル向けのカラーフィルタの製造拠点として大阪府堺市の新工場の稼働を開始し

た。 

　一方、印刷業界を取り巻く環境は、個人消費の低迷、企業の広告宣伝費の圧縮、出版市場の縮小など厳し

い状況が続いた。

以上の結果、当第３四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6.8％減の3,859

億円となった。また、営業利益は43.4％増の106億円、経常利益は348.5％増の107億円となった。四半期純

利益は49億円（前年同四半期連結会計期間は四半期純損失64億円）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、通帳や商品券などの有価証券は減少したが、偽造防止のセキュリティデバ

イスは増加した。また、海外の電子パスポート関連事業は後半期より好転した。

商業印刷関連では、企業の広告宣伝費圧縮の傾向がいっそう強まり、チラシ、パンフレットは前年

より減少した。

出版印刷関連では、出版市場全体が依然として縮小傾向で推移したため、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・サービスは販促系通知物の減少により前年を下回っ

た。ビジネスフォームは、経費節減による需要量の減少などにより前年を下回った。

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9.1％減の

2,303億円、営業利益は8.9％減の112億円となった。 
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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」や、詰替用途向け紙製複合容器は順調に推移した。しかしながら、個人消費の低迷により全体と

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、太陽電池バックシートは順調に推移した。

建装材関連では、国内外の住宅市場の需要低迷が長引き、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8.1％減の1,033億円、営

業利益は52.5％増の53億円となった。
　

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、半導体関連市場は回復基調にあり、前年より増加した。

ディスプレイ関連のカラーフィルタは、液晶テレビ向けが日本でのエコポイント制度の効果や中

国市場での需要増などにより当初の予想以上に回復した。しかしながらパソコン向けおよび携帯電

話向けは低調で、前年を下回った。

プリント配線板は、電子機器や通信機器などの市況は回復の兆しが見え始めたものの本格的な回

復には至らず、前年より減少した。

　一方、米国を中心に電子ペーパーを搭載した電子書籍端末の市場が拡大しており、その前面板の製

造が好調に推移した。

以上の結果、エレクトロニクス系事業の売上高は前年同四半期連結会計期間に比べ0.3％増の631

億円、営業損失は5億円（前年同四半期連結会計期間は営業損失27億円）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、出版印刷が減少した。生活環境系

事業では、紙器、建装材が減少した。エレクトロニクス系事業では、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7.2％減の3,563億円、営業利

益は15.0％増の158億円となった。

　

②アジア

アジアでは、フォトマスク、カラーフィルタ及び紙器が増加した。一方、出版印刷は減少した。

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9.0％減の306億円、営業利

益は48.4％増の6億円となった。

　

③その他の地域

その他の地域では、米国はフォトマスク、建装材が増加した。欧州はセキュリティ関連製品、フォト

マスクが増加した。

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44.3％増の65億円、

営業損失は12億円（前年同四半期連結会計期間は営業損失12億円）となった。       

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、第２四半期連結会計期間末に比べ113億円減少し、1兆

6,461億円となった。これは受取手形及び売掛金が249億円増加したものの、現金及び預金が100億円、機械

装置及び運搬具が107億円、投資有価証券が64億円それぞれ減少したことなどによるものである。 

　負債は、第２四半期連結会計期間末に比べ22億円減少し、7,892億円となった。これは支払手形及び買掛

金が99億円増加したものの、未払法人税等が25億円、賞与引当金が93億円それぞれ減少したことなどによ

るものである。 

　純資産は、第２四半期連結会計期間末に比べ91億円減少し、8,569億円となった。これは利益剰余金が21

億円、その他有価証券評価差額金が27億円、為替換算調整勘定が31億円それぞれ減少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３四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、第２四半期連

結会計期間末に比べ129億円（5.7％）減少し2,167億円となった。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四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3億円(3.9％)減少し85億円となった。これは仕入債務の増加額が189億円増加したものの、売上債権の

増加額が247億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３四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91億円(45.3％)減少し110億円となった。これは有形固定資産の取得による支出が86億円減少したこと

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３四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81億円(45.3％)減少し98億円となった。これは前年同四半期連結会計期間に自己株式の取得による支

出が90億円あっ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３四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３四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5,296

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３四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３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間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３四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。

　

EDINET提出書類

凸版印刷株式会社(E00692)

四半期報告書

 9/44



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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２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 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22年２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３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31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。

　

EDINET提出書類

凸版印刷株式会社(E00692)

四半期報告書

11/44



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３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31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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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３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31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12月31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３四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３四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９月30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　 54,381,000

完全議決権株式(その他)   普通株式　640,153,000　　　　640,153 ―

単元未満株式   普通株式　  4,878,481 ― 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 ― 　　　　640,153 ―

(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838株含まれている。

　

② 【自己株式等】

(平成21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） 東京都台東区台東一丁目
５番１号

　 　 　 　

  凸版印刷株式会社 54,381,000― 54,381,0007.78

計 ― 54,381,000― 54,381,0007.78

　

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

　
７月 ８月 ９月

　
10月 11月 12月

最高(円) 775 859 1,000 991 983 929 858 818 780

最低(円) 650 723 842 891 880 829 789 676 687

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

間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四

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

年４月１日から平成21年12月31日まで)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３四半期連結会計期間(平成20年10月１

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

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 166,438 180,643

受取手形及び売掛金 423,669 424,049

有価証券 60,978 62,754

商品及び製品 38,538 38,479

仕掛品 33,855 31,889

原材料及び貯蔵品 21,537 20,710

その他 28,465 28,694

貸倒引当金 △7,554 △7,720

流動資産合計 765,928 779,499

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 268,104

※１
 269,287

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 162,885

※１
 193,712

土地 139,089 139,215

建設仮勘定 58,287 37,903

その他（純額） ※１
 10,414

※１
 12,060

有形固定資産合計 638,780 652,177

無形固定資産

その他 24,319 27,718

無形固定資産合計 24,319 27,718

投資その他の資産

投資有価証券 142,454 145,885

その他 79,431 81,598

貸倒引当金 △4,799 △5,134

投資その他の資産合計 217,086 222,350

固定資産合計 880,185 902,246

資産合計 1,646,113 1,681,745

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 286,098 290,048

短期借入金 14,045 16,431

1年内返済予定の長期借入金 12,291 12,900

未払法人税等 4,100 6,803

賞与引当金 7,425 16,884

その他の引当金 672 845

その他 76,454 80,826

流動負債合計 401,089 424,740
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

固定負債

社債 119,273 126,101

新株予約権付社債 70,440 70,440

長期借入金 109,915 116,777

退職給付引当金 49,281 52,149

その他の引当金 1,471 1,750

その他 37,728 22,048

固定負債合計 388,110 389,266

負債合計 789,200 814,007

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 574,871 586,809

自己株式 △54,870 △54,802

株主資本合計 742,726 754,732

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,190 3,089

繰延ヘッジ損益 590 705

為替換算調整勘定 △19,524 △19,272

評価・換算差額等合計 △11,743 △15,477

新株予約権 57 81

少数株主持分 125,872 128,402

純資産合計 856,913 867,738

負債純資産合計 1,646,113 1,681,745

EDINET提出書類

凸版印刷株式会社(E00692)

四半期報告書

23/44



(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

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

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

売上高 1,252,406 1,108,704

売上原価 1,058,043 935,589

売上総利益 194,363 173,115

販売費及び一般管理費

運賃 28,499 28,082

貸倒引当金繰入額 1,246 407

役員報酬及び給料手当 57,039 56,478

賞与引当金繰入額 3,174 2,565

役員賞与引当金繰入額 377 292

退職給付費用 1,175 2,272

役員退職慰労引当金繰入額 293 255

旅費 5,085 4,187

研究開発費 15,531 12,326

その他 52,040 48,287

販売費及び一般管理費合計 164,461 155,155

営業利益 29,901 17,960

営業外収益

受取利息 1,063 828

受取配当金 2,999 2,520

持分法による投資利益 － 286

複合金融商品評価益 － 5,209

その他 2,657 2,365

営業外収益合計 6,720 11,210

営業外費用

支払利息 1,403 2,517

持分法による投資損失 199 －

複合金融商品評価損 7,136 －

金利スワップ評価損 － 4,471

通貨スワップ損失 － 1,375

その他 4,600 3,119

営業外費用合計 13,340 11,484

経常利益 23,282 17,685

特別利益

固定資産売却益 327 282

投資有価証券売却益 325 244

貸倒引当金戻入額 1,270 －

その他 292 －

特別利益合計 2,215 527
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（単位：百万円）

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

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

特別損失

固定資産除売却損 1,522 2,396

投資有価証券評価損 8,206 945

投資有価証券売却損 18 60

関係会社整理損 － 569

土壌汚染対策費用 － 690

その他 671 1,059

特別損失合計 10,419 5,721

税金等調整前四半期純利益 15,079 12,491

法人税、住民税及び事業税 8,699 7,096

法人税等調整額 3,869 3,276

法人税等合計 12,569 10,373

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,051 △114

四半期純利益又は四半期純損失（△） △541 2,232
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 414,102 385,942

売上原価 350,547 320,652

売上総利益 63,554 65,290

販売費及び一般管理費

運賃 10,750 11,996

貸倒引当金繰入額 852 130

役員報酬及び給料手当 16,307 17,102

賞与引当金繰入額 3,174 2,565

役員賞与引当金繰入額 122 80

退職給付費用 380 713

役員退職慰労引当金繰入額 104 79

旅費 1,658 1,407

研究開発費 5,534 4,071

その他 17,234 16,477

販売費及び一般管理費合計 56,119 54,625

営業利益 7,435 10,664

営業外収益

受取利息 260 268

受取配当金 576 531

持分法による投資利益 － 483

複合金融商品評価益 － 609

通貨スワップ評価益 － 86

その他 749 597

営業外収益合計 1,586 2,576

営業外費用

支払利息 624 837

持分法による投資損失 686 －

複合金融商品評価損 2,390 －

金利スワップ評価損 － 794

その他 2,918 835

営業外費用合計 6,619 2,467

経常利益 2,401 10,772

特別利益

固定資産売却益 36 2

投資有価証券売却益 321 240

貸倒引当金戻入額 1,314 －

その他 292 －

特別利益合計 1,965 243
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（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

特別損失

固定資産除売却損 433 528

投資有価証券評価損 5,982 359

投資有価証券売却損 2 59

土壌汚染対策費用 － 202

その他 459 247

特別損失合計 6,877 1,397

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,509 9,618

法人税、住民税及び事業税 △1,114 1,017

法人税等調整額 4,566 2,898

法人税等合計 3,452 3,916

少数株主利益 495 799

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,457 4,902
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 15,079 12,491

減価償却費 68,898 64,385

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,967 △2,876

前払年金費用の増減額（△は増加） △1,755 1,550

売上債権の増減額（△は増加） 39,986 810

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,279 △2,920

仕入債務の増減額（△は減少） △27,588 △3,998

その他 10,972 2,462

小計 99,346 71,905

利息及び配当金の受取額 4,087 3,352

利息の支払額 △2,136 △2,703

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △14,974 △11,999

営業活動によるキャッシュ・フロー 86,323 60,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △2,999 △3,599

有価証券の売却による収入 2,321 1,000

有形固定資産の取得による支出 △70,416 △57,537

有形固定資産の売却による収入 1,186 1,063

投資有価証券の取得による支出 △4,575 △4,068

投資有価証券の売却及び償還による収入 7,267 13,599

関係会社株式の取得による支出 － △1,866

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△14,171 －

その他 △2,965 △2,050

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,351 △53,459

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） △639 △2,323

長期借入れによる収入 2,937 2,324

長期借入金の返済による支出 △4,223 △9,690

社債の償還による支出 △1,447 －

自己株式の取得による支出 △9,372 △72

配当金の支払額 △15,136 △14,191

その他 △1,635 △1,900

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,517 △25,854

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,392 △701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,937 △19,460

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 ※
 193,696

※
 216,735
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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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

１　連結の範囲に関

する事項の変更

 
 

　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、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、第２四半期連結会計期間において、清算等により連

結子会社は㈱トッパングラフィックコミュニケーションズテクノロジー他１社の計２社が

減少した。

　当第３四半期連結会計期間において、合併等により連結子会社は㈱ＫＣＦ他６社の計７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）を第１四半期連結会計期間より適用し、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３四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。 

　これによる当第３四半期連結累計期間の売上高、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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

１　前第３四半期連結累計期間において営業外収益の「その他」に含めていた「金利スワップ評価益」は、当第 

３四半期連結累計期間において「金利スワップ評価損」となり、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３四半期連結累計期間より区分掲記している。 

　なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「金利スワップ評価益」は120百万円で

ある。

 

２　前第３四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、重要性 が

増加したため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記している。 

　なお、前第３四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1,094百万円で

ある。

 

３　前第３四半期連結累計期間において特別損失の「その他」に含めていた「土壌汚染対策費用」は、重要性が増

加したため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記している。 

　なお、前第３四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「土壌汚染対策費用」は9百万円である。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

１　前第３四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３四半期連結累計期間より区分掲記している。 

　なお、前第３四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。
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当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

(四半期連結貸借対照表関係)

１　前第３四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３四半期連結会計期間では無形固定資産の「その他」に含めて表示している。 

　なお、当第３四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4,885百万円である。

 

２　前第３四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３四半期連結会計期間では固定負債の「その他」に含めて表示して 

いる。 

　なお、当第３四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5,143百万円である。

 

(四半期連結損益計算書関係)

１　前第３四半期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「金利スワップ評価益」は、当第３

四半期連結会計期間において「金利スワップ評価損」となり、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３四半期連結会計期間では区分掲記している。

　なお、前第３四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「金利スワップ評価益」は285百万円で

ある。

 

２　前第３四半期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「通貨スワップ損失」は、当第３四

半期連結会計期間において「通貨スワップ評価益」となり、重要性が増加したため、当第３四半期連結会計期間

では区分掲記している。

　なお、前第３四半期連結会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1,323百万円で

ある。

 

３　前第３四半期連結会計期間において特別損失の「その他」に含めていた「土壌汚染対策費用」は、重要性が増

加したため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記している。 

　なお、前第３四半期連結会計期間の特別損失の「その他」に含まれる「土壌汚染対策費用」は9百万円である。

　

【簡便な会計処理】

　

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

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等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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,078,808百万円

 

　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
44＊１

　 FURNITURE INDONESIA

　 Maskhouse Building
817＊２

　 Administration GmbH & Co.KG

　 Advanced Mask Technology
2,288＊３

　 Center GmbH & Co.KG

　 計 3,150　
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　　　　22百万円（　 248千米ドル）

＊２　　 　817百万円（ 6,191千ユーロ）

＊３　　 2,288百万円（17,333千ユーロ）

(2)従業員住宅借入金に対する保証

10百万円

(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

5百万円

 

　３　受取手形割引高

361百万円

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

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

※  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12月31日）

現金及び預金勘定 136,539百万円

有価証券勘定 62,311　

　　　計 198,851　

預入期間が３か月を超える定期預
金

△2,053　

償還期間が３か月を超える債券等 △3,101　

現金及び現金同等物 193,696　

※  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12月31日）

現金及び預金勘定 166,438百万円

有価証券勘定 60,978　
　　　計 227,417　

預入期間が３か月を超える定期預
金

△4,978　
償還期間が３か月を超える債券等 △5,702　
現金及び現金同等物 216,735　
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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３四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 55,548

　

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３四半期

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）

― ― 57

合計 ― 57

　
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

　

（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11月10日
取締役会

普通株式 7,095百万円 11円00銭平成21年９月30日平成21年12月10日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当第３四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３四半期

　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３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31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

250,146100,99462,961414,102 ― 414,102

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

3,308 11,481 38 14,828(14,828) ―

計 253,454112,47662,999428,930(14,828)414,102

営業利益又は営業損失(△) 12,315 3,504 △2,788 13,031(5,595) 7,435

(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３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31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

227,47295,322 63,148385,942 ― 385,942

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

2,845 8,051 15 10,911(10,911) ―

計 230,317103,37363,163396,854(10,911)385,942

営業利益又は営業損失(△) 11,220 5,343 △594 15,969(5,305)10,664

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

　

　
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

708,119298,655245,6311,252,406 ― 1,252,406

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

9,431 33,692 91 43,215(43,215) ―

計 717,550332,348245,7221,295,621(43,215)1,252,406

営業利益 31,158 10,878 4,830 46,867(16,966)29,901

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

　

　
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

654,388276,629177,6861,108,704 ― 1,108,704

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

8,144 22,718 24 30,887(30,887) ―

計 662,532299,348177,7101,139,591(30,887)1,108,704

営業利益又は営業損失(△) 26,502 13,830△4,826 35,506(17,545)17,960

(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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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

379,35530,523 4,223 414,102 ― 414,102

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

4,633 3,154 321 8,109 (8,109) ―

計 383,98933,677 4,545 422,211(8,109)414,102

営業利益又は営業損失(△) 13,813 439 △1,205 13,047(5,611) 7,435

(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

　

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31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

351,33428,312 6,295 385,942 ― 385,942

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

4,997 2,344 264 7,606 (7,606) ―

計 356,33230,656 6,560 393,549(7,606)385,942

営業利益又は営業損失(△) 15,883 652 △1,283 15,252(4,588)10,664

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

　

　
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

1,144,24085,241 22,9241,252,406 ― 1,252,406

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

17,410 8,229 2,179 27,820(27,820) ―

計 1,161,65193,471 25,1031,280,226(27,820)1,252,406

営業利益又は営業損失(△) 47,835 1,838 △3,804 45,869(15,967)29,901

(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

　

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

　

　
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

1,011,62878,416 18,6591,108,704 ― 1,108,704

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

13,273 5,774 1,329 20,377(20,377) ―

計 1,024,90184,191 19,9891,129,082(20,377)1,108,704

営業利益又は営業損失(△) 39,276 △952 △3,781 34,542(16,582)17,960

(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３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)

　

　 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 31,805 12,024 43,829

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 414,102

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 7.7 2.9 10.6

　
(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。

　

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

　

　 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 35,259 13,209 48,468

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 385,942

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 9.2 3.4 12.6

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

　

　 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 115,347 38,269 153,616

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 1,252,406

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 9.2 3.1 12.3

　
(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。

　

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

　

　 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 95,890 35,177 131,068

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 1,108,704

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 8.6 3.2 11.8

　
(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、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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

１株当たり純資産額 1,135円31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

第３四半期連結累計期間

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

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

１株当たり四半期純損失 0円83銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

１株当たり四半期純利益 3円47銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 3円46銭
　

(注)　１ 前第３四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、潜在株式は存在するもの

の、１株当たり四半期純損失であるため記載していない。

  　　２ １株当たり四半期純利益及び四半期純損失、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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

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

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失 　 　

　四半期純利益又は四半期純損失(△)(百万円) △541 2,232

　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又は
　四半期純損失(△)(百万円)

△541 2,232

　普通株式の期中平均株式数(千株) 653,451 643,911

　 　 　

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) ― △3

　（うち少数株主利益　　　　(百万円)） ― △3
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第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失 10円05銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

１株当たり四半期純利益 7円61銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 7円61銭
　

(注)　１ 前第３四半期連結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、潜在株式は存在するもの

の、１株当たり四半期純損失であるため記載していない。

  　　２ １株当たり四半期純利益及び四半期純損失、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３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失 　 　

　四半期純利益又は四半期純損失(△)(百万円) △6,457 4,902

　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又は
　四半期純損失(△)(百万円)

△6,457 4,902

　普通株式の期中平均株式数(千株) 642,755 643,887

　 　 　

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) ― △1

　（うち少数株主利益　　　　(百万円)） ― △1

　

　

(重要な後発事象)

該当事項なし。
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２ 【その他】

平成21年11月10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・・・・・・・・・・・・・・　　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12月10日

（注）平成21年９月30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21年２月６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３四半期連結会計期間(平

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

月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

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

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

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

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

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

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

れた。

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

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、凸版印刷株式会社及び連結子会社の平成20年

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

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

項がすべての重要な点において認められなかった。

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

　

以  上

　
 

(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22年２月８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３四半期連結会計期間（平

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

12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

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

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

る。

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

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

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

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

れた。

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

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、凸版印刷株式会社及び連結子会社の平成21年

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

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

項がすべての重要な点において認められなかった。

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

　

以  上

　
 

(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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