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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】
　

回次
第135期
第１四半期
連結累計期間

第136期
第１四半期
連結累計期間

第135期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高 (百万円) 30,187 32,475 123,098

経常利益 (百万円) 1,608 2,105 6,809

四半期(当期)純利益 (百万円) 643 1,320 5,588

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,079 3,691 9,177

純資産額 (百万円) 38,131 48,850 45,533

総資産額 (百万円) 92,955 105,087 99,649

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 10.63 21.82 92.35

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 40.1 45.4 44.7

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、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お

りません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

EDINET提出書類

サカタインクス株式会社(E00905)

四半期報告書

 2/20



第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、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」についての重要な変更はありません。
　

２ 【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ありません。
　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社グループの決算期は、一部を除き、海外子会社が12月、当社および国内子会社が３月であるため、当

第１四半期については、海外子会社（インドを除く）が2013年１～３月、国内会社およびインド子会社は

2013年４～６月を対象として、記載しております。
　

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間の世界経済は、欧州債務問題の長期化の影響などにより、アジアにおいて

も成長のペースが鈍化するなど、全体として弱い回復が続きました。日本経済は、デフレ脱却に向けた経

済対策や金融政策に対する期待感から円安・株価回復の傾向となり、景気回復に向けた動きがみられた

ものの、実体経済への波及には至っておらず、海外景気の下振れリスクが懸念されるなど厳しい状況で

推移しました。

このような状況の中で、当社グループはコア事業である印刷インキ事業において、アジアを中心とし

た各拠点での拡販に注力するとともに、環境に配慮した高機能・高品質製品や地域密着型製品の開発、

ＴＰＭ活動の水平展開による低コスト化に取り組みました。一方、機能性材料事業では、インクジェット

インキをはじめとして、トナー、カラーフィルター用顔料分散液などの開発・拡販に取り組みました。さ

らには、持続的成長を果たすために、国内の全社的な生産・物流体制の再構築および今後の機能性材料

事業への対応を目的として、滋賀の新工場建設を進めました。

売上高は、アジアを中心に印刷インキの拡販が進んだことに加え、円安による為替換算の影響を受け

たことから、324億７千５百万円（前年同期比7.6％増加）となりました。

利益面では、徹底したコスト削減や機能性材料の復調が寄与したことに加え、為替換算の影響を受け

たことなどから、営業利益は19億円（前年同期比48.7％増加）、経常利益は21億５百万円（前年同期比

30.9％増加）となりました。四半期純利益は、投資有価証券評価損が減少したことから、13億２千万円

（前年同期比105.2％増加）となりました。
　

セグメントの業績を示すと、次の通りであります。

　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　
売上高 営業利益又は営業損失（△）

前期 当期 増減額 増減率 前期 当期 増減額 増減率

印刷インキ・
機材（日本）

14,39314,280△112 △0.8% 870 863 △7 △0.8%

印刷インキ
（アジア）

4,4525,5751,12325.2% 183 451 267 145.6%

印刷インキ
（北米）

6,9087,9321,02314.8% 40 322 281 690.5%

印刷インキ
（欧州）

1,4431,673 229 15.9% 52 26 △26 △50.2%

機能性材料 1,3801,616 235 17.1% △0 129 129 ―

報告セグメント計 28,57931,0782,499 8.7% 1,1481,793 644 56.2%

その他 3,2623,056△205 △6.3% 93 63 △30 △32.3%

調整額 △1,653△1,659 △5 ― 35 43 8 ―

合計 30,18732,4752,288 7.6% 1,2771,900 622 48.7%
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①印刷インキ・機材（日本）

印刷情報関連では、需要の伸び悩みや競争激化の影響を受けて、新聞インキ、オフセットインキともに

前年同期を下回りました。パッケージ関連では、飲料、食品関係の堅調な需要に支えられ、フレキソイン

キ、グラビアインキともに前年同期を上回りました。機材につきましては、前年同期並みとなりました。

これらの結果、売上高は142億８千万円（前年同期比0.8％減少）となりました。

利益面では、コスト削減に取り組んだものの、原材料高の影響を受けたことなどから、営業利益は８億

６千３百万円（前年同期比0.8％減少）となりました。
　

②印刷インキ（アジア）

主力であるパッケージ関連のグラビアインキは、全般的に堅調に推移しました。また、印刷情報関連で

あるオフセットインキの拡販が進みました。売上高は、円安による為替換算の影響を受けた結果、55億７

千５百万円（前年同期比25.2％増加）となりました。

利益面では、販売数量の増加やコスト削減が寄与したことに加え、為替換算の影響を受けたことから、

営業利益は４億５千１百万円（前年同期比145.6％増加）となりました。
　

③印刷インキ（北米）

オフセットインキは、メディアの多様化による需要減の影響を受けて、低調に推移しました。主力の

パッケージ関連では、北米や中南米などでのパッケージ需要の高まりを背景として、フレキソインキ、グ

ラビアインキおよびメタルインキがそれぞれ堅調に推移しました。売上高は、円安による為替換算の影

響を受けた結果、79億３千２百万円（前年同期比14.8％増加）となりました。

利益面では、生産効率化などによるコスト削減が寄与したことに加え、為替換算の影響を受けたこと

などから、営業利益は３億２千２百万円（前年同期比690.5％増加）となりました。
　

④印刷インキ（欧州）

欧州債務問題の深刻化に伴い、依然として景気が低迷する中で、主力であるパッケージ関連のフレキ

ソインキ、グラビアインキは拡販が進みましたが、全体としては伸び悩みました。売上高は、円安による

為替換算の影響を受けた結果、16億７千３百万円（前年同期比15.9％増加）となりました。

利益面では、販売コストの増加により、営業利益は２千６百万円（前年同期比50.2％減少）となりま

した。
　

⑤機能性材料

デジタル印刷分野では、トナーは需要が低迷する中、前年同期を上回ったものの、インクジェットイン

キは競争の激化に伴って欧米での販売が振るわず低調でありました。画像表示材料分野では、市場環境

が厳しい中、カラーフィルター用顔料分散液の拡販が進みました。これらの結果、売上高は16億１千６百

万円（前年同期比17.1％増加）となりました。

利益面では、売上高の増加に加え、のれんの償却額の負担がなくなったことから、営業利益は１億２千

９百万円（前年同期は０百万円の営業損失）となりました。
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（２）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、時価評価による投資有価証券の増加や前渡金の増加に加

え、円安による為替換算の影響を受けたことなどから、前連結会計年度末比54億３千８百万円（5.5％）

増加の1,050億８千７百万円となりました。

負債は、未払費用や前受金の増加に加え、円安による為替換算の影響を受けたことなどから、前連結会

計年度末比21億２千１百万円（3.9％）増加の562億３千７百万円となりました。

純資産は、利益剰余金や為替換算調整勘定の増加などにより、前連結会計年度末比33億１千６百万円

（7.3％）増加の488億５千万円となりました。
 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

１) 当面の対処すべき課題の内容

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありま

せん。
　

２) 株式会社の支配に関する基本方針

当社は、平成20年６月27日開催の当社第130期定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為への

対応策（買収防衛策）（以下「旧プラン」といいます。）を導入いたしておりましたが、平成23年６月

29日開催の当社第133期定時株主総会において、字句・表現の変更等、旧プランの内容を一部変更の上

（以下、変更後のプランを「本プラン」といいます。）、有効期間を平成26年６月開催予定の当社第136

期定時株主総会終結の時までとする本プランを継続いたしました。（本プランの詳細につきましては、

平成23年５月12日付プレスリリース「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に

関するお知らせ」（当社ホームページ： http://www.inx.co.jp/pdf/00000036.pdf）をご覧下さい。）
 

(1) 当社の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（以下「基本方針」とい

います。）

当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題と考え、その実現に

日々努めております。したがいまして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当

社の経営理念、企業価値の様々な源泉及び当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解

し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければな

らないと考えております。

しかしながら、事前に取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量買付けの中には、その目的等

から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様

に株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、対象会社の取締役会が代替案を提案するための必

要十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたら

すために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値ひいては株主の皆様の共

同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。

当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さない株券等の大量買付けを行

う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による株

券等の大量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては

株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
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(2) 当社の基本方針の実現に資する特別な取組み

当社の基本方針の実現に資する特別な取組みは次の通りであります。

① 当社の企業価値の源泉についての把握

② 企業価値向上のための取組み

③ コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組み

なお、上記②につきまして当社グループは、平成24年４月から平成27年３月までの３年間を対象と

する中期経営計画として「中期経営計画 2014」を策定しております。

本中期経営計画では、「未来につなげる基盤創り」のために経営基盤の強化を基本課題とし、印刷

インキ・機材事業、機能性材料事業の拡大を戦略課題として、その実現に取り組んでおります。本中期

経営計画の詳細につきましては、平成24年２月15日付で公表いたしました「新中期経営計画策定に関

するお知らせ」をご参照下さい。

当社は、上記の課題を着実に実行していくことが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益

の確保・向上につながるものと考えております。
　

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み

本プランは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることを目的とし

て、導入されたものでありますが、その概要は次の通りであります。

当社株式について、議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為又は公開買付け（以下「大

量買付行為」といいます。）を行おうとする者（以下「大量買付者」といいます。）に対しては、当社

取締役会が、事前に必要な情報の提供を求め、当該大量買付行為についての評価、検討、大量買付者と

の買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、大量買付者が本プラ

ンの手続きを遵守しない場合や、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると認められる

行為であり、対抗措置を採ることが相当であると判断する場合は、当社取締役会からの独立性が高い

社外監査役及び社外有識者等のみで構成する独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、大量買付行為

に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するも

のとします。また、本プランにおいては、当社取締役会が実務上適切と判断した場合には、対抗措置の

発動にあたり、株主総会を開催し、対抗措置発動の是非の判断を株主の皆様の意思に委ねることとし

ております。
　

(4) 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

① 基本方針の実現に資する特別な取組み（上記(2)）について

上記（2）「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組みは、当社の企業価

値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための具体的取組みと

して策定されたものであり、基本方針の実現に資するものであります。

したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうも

のではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み（上記(3)）について

(ⅰ) 当該取組みが基本方針に沿うものであること

本プランは、大量買付行為が行われる際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様

が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要十分な情報や時間を確保したり、

株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値

ひいては株主の皆様の共同の利益を確保するための取組みであり、基本方針に沿うものでありま

す。

(ⅱ) 当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではないこと

当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
　

ア  買収防衛策に関する指針において定める三原則を完全に充足していること等

イ  株主の皆様の意思の重視と情報開示

ウ  当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み

a. 独立性の高い社外者(独立委員会)の判断の重視

b. 合理的な客観的要件の設定

エ  デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　
（４）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における研究開発費の総額は５億６千３百万円であります。　

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。
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第３ 【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 144,000,000

計 144,000,000

　

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25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月９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 62,601,161 62,601,161
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、
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
(単元株式数：1,000株)

計 62,601,161 62,601,161― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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
(株)

発行済株式
総数残高
(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25年４月１日～
平成25年６月30日

─ 62,601,161 ─ 7,472 ─ 5,574

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【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な

いため、記載することができないことから、直前の基準日(平成25年３月31日)に基づく株主名簿による

記載をしております。

　

① 【発行済株式】

平成25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 2,089,000
―

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

完全議決権株式(その他) 普通株式 60,348,000 60,348 同上

単元未満株式 普通株式 164,161 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 62,601,161 ― ―

総株主の議決権 ― 60,348 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式888株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25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)

サカタインクス株式会社
大阪市西区江戸堀

一丁目23番37号
2,089,000 ─ 2,089,000 3.34

合計 ― 2,089,000 ─ 2,089,000 3.34

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【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)に基づいて作成しております。

　

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、第１四半期連結会計期間(平成25年４月１日

から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による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）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,861 5,707

受取手形及び売掛金 ※２
 38,197

※２
 39,092

商品及び製品 6,290 6,981

仕掛品 792 798

原材料及び貯蔵品 4,934 5,114

その他 1,583 3,051

貸倒引当金 △436 △432

流動資産合計 57,222 60,313

固定資産

有形固定資産 22,894 23,318

無形固定資産

のれん 96 98

その他 1,061 1,151

無形固定資産合計 1,158 1,250

投資その他の資産

投資有価証券 16,750 18,528

その他 2,275 2,279

貸倒引当金 △651 △602

投資その他の資産合計 18,373 20,205

固定資産合計 42,427 44,774

資産合計 99,649 105,087

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※２
 22,294

※２
 22,920

短期借入金 5,788 6,606

1年内返済予定の長期借入金 5,017 4,072

未払費用 2,932 3,734

未払法人税等 1,048 691

賞与引当金 1,068 550

その他 2,443 3,325

流動負債合計 40,592 41,900

固定負債

長期借入金 7,835 8,216

退職給付引当金 2,876 2,878

資産除去債務 71 71

その他 2,740 3,170

固定負債合計 13,522 14,336

負債合計 54,115 56,237
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 7,472 7,472

資本剰余金 5,672 5,672

利益剰余金 38,084 39,060

自己株式 △640 △640

株主資本合計 50,589 51,565

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,891 2,455

繰延ヘッジ損益 △2 △0

為替換算調整勘定 △7,969 △6,340

その他の包括利益累計額合計 △6,079 △3,885

少数株主持分 1,024 1,170

純資産合計 45,533 48,850

負債純資産合計 99,649 105,087
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 30,187 32,475

売上原価 23,582 24,918

売上総利益 6,604 7,556

販売費及び一般管理費 ※１
 5,327

※１
 5,656

営業利益 1,277 1,900

営業外収益

受取利息 16 15

受取配当金 130 131

持分法による投資利益 217 122

その他 96 98

営業外収益合計 460 367

営業外費用

支払利息 110 83

為替差損 4 49

その他 14 29

営業外費用合計 129 162

経常利益 1,608 2,105

特別利益

投資有価証券売却益 6 6

特別利益合計 6 6

特別損失

投資有価証券評価損 376 0

有形固定資産除却損 31 －

特別損失合計 407 0

税金等調整前四半期純利益 1,207 2,111

法人税、住民税及び事業税 774 820

法人税等調整額 △243 △109

法人税等合計 531 710

少数株主損益調整前四半期純利益 676 1,401

少数株主利益 33 80

四半期純利益 643 1,320
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【四半期連結包括利益計算書】
【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24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 676 1,401

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △497 545

為替換算調整勘定 490 1,035

持分法適用会社に対する持分相当額 409 709

その他の包括利益合計 402 2,290

四半期包括利益 1,079 3,691

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,000 3,515

少数株主に係る四半期包括利益 78 176
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

INX Digital International Co.は、連結子会社であるINX International Ink Co.に吸収合併さ

れたことにより消滅したため、当第１四半期連結会計期間より、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

前連結会計年度末において持分法非適用関連会社であったETERNAL SAKATA INX CO.,LTD.及び

SHENZHEN SAKATA INX CO.,LTD.は重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より、持分法の適

用範囲に含めております。

　
(四半期連結貸借対照表関係)

１ 偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入等に対する経営指導念書の差入れ及び連結子会

社以外の会社のリース契約等に対する債務保証を行っております。

(偶発債務) (単位：百万円)
　

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

716 704

なお、債務保証には他社が再保証している債務保証が含まれており、上記金額は再保証額を控

除して記載しております。

(再保証額) (単位：百万円)
　

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

33 32

　
※２ 四半期連結会計期間末日満期手形 (単位：百万円)
　

　
前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

受取手形 1,074 988

支払手形 313 240

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理してお

ります。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、上記の四半期連結会計

期間末日満期手形が期末残高に含まれております。
　

EDINET提出書類

サカタインクス株式会社(E00905)

四半期報告書

15/20



　

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 (単位：百万円)
　

　
前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

運賃及び荷造費 945 990

給与及び手当 1,566 1,759

貸倒引当金繰入額 △11 △75

賞与引当金繰入額 292 298

退職給付費用 103 107

研究開発費 511 563

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)

及びのれんの償却額は、次の通りであります。

　 (単位：百万円)
　

　
前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

減価償却費 586 607

のれんの償却額 51 6

　
(株主資本等関係)

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日  至 平成24年６月30日)

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24年６月28日
定時株主総会

普通株式 423 ７ 平成24年３月31日 平成24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

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日  至 平成25年６月30日)

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25年６月27日
定時株主総会

普通株式 423 ７ 平成25年３月31日 平成25年６月28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

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日  至 平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 (単位：百万円)
　

　 報告セグメント

その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期

連結損益

計算書

計上額

(注)３

　

印刷

インキ

・機材

（日本）

印刷

インキ

（アジア）

印刷

インキ

（北米）

印刷

インキ

（欧州）

機能性

材料
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 14,3824,4376,4341,4331,35828,0472,14030,187 ― 30,187

セグメント間の内部

売上高又は振替高
10 14 474 10 22 531 1,1211,653△1,653 ―

計 14,3934,4526,9081,4431,38028,5793,26231,841△1,65330,187

セグメント利益又は

損失(△)
870 183 40 52 △0 1,148 93 1,242 35 1,277

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、日本における化成品事業、ディスプレイサービス事業

及び色彩関連機器事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額35百万円には、セグメント間取引消去81百万円、各報告セグメントに配分していない全社費

用△46百万円が含まれております。全社費用は、主に関係会社に対する役務提供費用であります。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重

要な負ののれん発生益の認識はありません。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日  至 平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 (単位：百万円)
　

　 報告セグメント

その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期

連結損益

計算書

計上額

(注)３

　

印刷

インキ

・機材

（日本）

印刷

インキ

（アジア）

印刷

インキ

（北米）

印刷

インキ

（欧州）

機能性

材料
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 14,2725,5567,4461,6581,59030,5231,95132,475 ― 32,475

セグメント間の内部

売上高又は振替高
7 18 486 15 26 554 1,1051,659△1,659 ―

計 14,2805,5757,9321,6731,61631,0783,05634,134△1,65932,475

セグメント利益 863 451 322 26 129 1,793 63 1,856 43 1,900

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、日本における化成品事業、ディスプレイサービス事業

及び色彩関連機器事業等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額43百万円には、セグメント間取引消去88百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△44百万円

が含まれております。全社費用は、主に関係会社に対する役務提供費用であります。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重

要な負ののれん発生益の認識はありません。
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(１株当たり情報)

　
前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 10円63銭 21円82銭

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が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金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

四半期純利益(百万円) 643 1,320

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) 643 1,320

普通株式の期中平均株式数(千株) 60,515 60,510

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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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25年８月８日

サカタインクス株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士   松  山  和  弘   印

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士   柴  崎  美  帆   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」に掲げられているサカ

タインクス株式会社の平成25年４月１日から平成26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25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成

25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、四

半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手

続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

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、サカタインクス株式会社及び連結子会社の平

成25年６月30日現在の財政状態及び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。

　

利害関係

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
　

 

※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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