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(注) 1．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、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)純利益については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

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94期第2四半期 
連結累計期間

第95期第2四半期 
連結累計期間

第94期

会計期間
自  平成24年4月1日 
至  平成24年9月30日

自  平成25年4月1日 
至  平成25年9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) 36,486 49,282 89,427

経常損失(△) (百万円) △5,870 △1,126 △4,643

四半期(当期)純損失(△) (百万円) △6,320 △1,587 △5,438

四半期包括利益または包括利益 (百万円) △6,808 249 △4,493

純資産額 (百万円) 42,177 44,743 44,491

総資産額 (百万円) 113,031 118,355 114,964

1株当たり四半期 
(当期)純損失(△)

(円) △147.27 △37.00 △126.72

潜在株式調整後1株当たり 
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 37.3 37.8 38.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,273 △3,443 13,864

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,813 △5,453 △7,206

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △313 △1,312 △4,677

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(百万円) 23,416 15,318 23,692

回次
第94期 

第2四半期 
連結会計期間

第95期 
第2四半期 

連結会計期間

会計期間
自  平成24年7月1日 
至  平成24年9月30日

自  平成25年7月1日 
至  平成25年9月30日

1株当たり四半期純利益 
または四半期純損失(△)

(円) △66.07 26.03
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当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。 

  

(ディバイス事業) 

ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ㈱は、平成25年4月1日付でナイテック・プレシジ

ョン㈱を吸収合併し、ナイテック・プレシジョン㈱は解散しました。 

2 【事業の内容】
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当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生また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。 

なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

(1) 業績の状況 

当第2四半期連結累計期間におけるグローバル経済情勢は、米国では景気回復基調が継続し、欧州

では景気低迷ながらも持ち直しの兆しはありましたが、アジア経済では中国における成長の鈍化など

が見られました。わが国経済については、大胆な金融政策や円安基調の継続などによって、景気は緩

やかな回復が続きました。 

当社グループが主力としているパソコンやスマートフォンなどのコンシューマー・エレクトロニク

スの分野では、製品需要の急激な変動や製品・サービスの低価格化が常態化し、売上高と利益の両面

に重大な影響を与えております。このため、受注の拡大に注力し、価格下落の抑制と生産効率の改善

やあらゆるコスト削減に努めてきました。当第2四半期連結会計期間においては、前年同四半期比で

売上高は大幅に増加し、利益面では黒字への転換を果たしました。これには、主力のディバイス事業

における新型静電容量方式タッチパネル(フォトリソ工法)の需要拡大が寄与しております。しかしな

がら当第2四半期連結累計期間においては、第1四半期連結会計期間の業績不振を挽回するには到りま

せんでした。 

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は492億82百万円(前年同四半期比35.1%

増)、利益面では営業損失は28億13百万円(前年同四半期は50億80百万円の営業損失)、経常損失は11

億26百万円(前年同四半期は58億70百万円の経常損失)、四半期純損失は15億87百万円(前年同四半期

は63億20百万円の四半期純損失)となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

なお、第1四半期連結会計期間より、各報告セグメントに配分する費用の範囲を見直し、全社費用

の一部について、一定の配賦基準に基づき各報告セグメントに配分する方法に変更しております。 

産業資材 

産業資材は、プラスチック、金属、ガラスなどの表面を加飾および機能を付与する独自技術を有

し、市場トレンドに合わせた継続的な技術開発によって事業領域を拡大していくセグメントでありま

す。プラスチックの成形と同時に転写を行うIMDは、グローバル市場でノートパソコン、スマートフ

ォン、自動車(内装)、家電製品などに広く採用されております。 

当第2四半期連結累計期間においては、自動車(内装)、家電製品向けの需要は堅調に推移しまし

た。一方で、主力である個人用ノートパソコン向けの需要は低迷が続きました。 

その結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は133億63百万円(前年同四半期比10.3％減)とな

り、セグメント損失(営業損失)は2億78百万円(前年同四半期は3億30百万円のセグメント利益(営業利

益))となりました。 

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

2 【経営上の重要な契約等】

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】
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ディバイス 

ディバイスは、タッチ入力ディバイスFineTouchを中心とし、精密で機能性を追求したディバイス

を提供していくセグメントであります。グローバル市場でタブレット端末、スマートフォン、携帯ゲ

ーム機などに採用されております。 

当第2四半期連結累計期間においては、主力のタブレット端末向け新型静電容量方式タッチパネル

の需要は拡大したものの、期待値を下回って推移しました。また、携帯ゲーム機向けタッチパネルの

需要は堅調でした。 

その結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は274億75百万円(前年同四半期比111.9％増)と

なり、セグメント損失(営業損失)は2億15百万円(前年同四半期は27億77百万円のセグメント損失(営

業損失))となりました。 

  

情報コミュニケーション 

情報コミュニケーションは、お客さま企業の広告宣伝、販売などによるコミュニケーション活動全

般をサポートするセールスプロモーションやWebソリューション、商業印刷、出版印刷のほか、文化

財のデジタルアーカイブ製作も手がけております。 

当第2四半期連結累計期間においては、主力の商業分野で企業の広告費圧縮や情報メディアの多様

化による印刷物の減少などの影響があり、受注競争は激しいものとなりました。 

その結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は83億75百万円(前年同四半期比2.3％減)とな

り、セグメント損失(営業損失)は3億34百万円(前年同四半期は93百万円のセグメント損失(営業損

失))となりました。 

  

(2) 財政状態の分析 

当第2四半期連結会計期間末における総資産は1,183億55百万円となり前連結会計年度末(平成25年3

月期末)に比べ33億91百万円増加しました。 

流動資産は560億8百万円となり前連結会計年度末に比べ32億72百万円減少しました。主な要因は、

受取手形及び売掛金が33億49百万円増加した一方、現金及び預金が83億45百万円減少したこと等によ

るものであります。 

固定資産は623億47百万円となり前連結会計年度末に比べ66億63百万円増加しました。主な要因

は、設備投資により有形固定資産が53億28百万円、関係会社株式の取得及び時価の変動等により投資

有価証券が16億78百万円増加したこと等によるものであります。 

当第2四半期連結会計期間末における負債は736億12百万円となり前連結会計年度末に比べ31億39百

万円増加しました。 

流動負債は643億79百万円となり前連結会計年度末に比べ32億35百万円増加しました。主な要因

は、支払手形及び買掛金が29億40百万円、その他に含まれる設備未払金が25億23百万円減少した一

方、その他に含まれる設備関係支払手形が82億77百万円増加したこと等によるものであります。 

固定負債は92億33百万円となり前連結会計年度末に比べ95百万円減少しました。主な要因は、その

他に含まれるリース債務が2億71百万円減少したこと等によるものであります。 

当第2四半期連結会計期間末における純資産は447億43百万円となり前連結会計年度末に比べ2億51

百万円増加しました。 
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(3) キャッシュ・フローの状況 

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの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83億73百万円減少し、153億18百万円となりました。 

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は34億43百万円(前年同四半期は62億73百万円の獲得)となりました。

これは主に減価償却費として52億19百万円計上した一方で、仕入債務の減少額として31億85百万円、

売上債権の増加額として30億93百万円計上したこと等によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は54億53百万円(前年同四半期比200.7%増)となりました。これは主に

有形及び無形固定資産の取得として51億17百万円支出したこと等によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は13億12百万円(前年同四半期比318.8%増)となりました。これは主に

短期借入金の純減額として10億円支出したこと等によるものであります。 

  

(4) 事業上および財務上の対処すべき課題 

当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要

な変更および新たに生じた課題はありません。 

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者のあ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)は次のとおりであります。 

  

株式会社の支配に関する基本方針 

  

Ⅰ．基本方針の内容 

  

当社は、会社の支配権の移転を伴うような大規模な株式の買付提案またはこれに類似する行為に応

じるか否かの判断は、 終的には、株主のみなさまのご意思に基づき行われるべきものであると考え

ております。 

しかし、このような大規模な株式の買付提案またはこれに類似する行為の中には、その目的等から

見て企業価値・株主のみなさまの共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主のみなさまに

株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、取締役会や株主のみなさまが大規模な株式の買付提

案またはこれに類似する行為について検討し、あるいは取締役会が代替案を提案するための十分な時

間や情報を与えないものなど、企業価値・株主のみなさまの共同の利益に資さないと考えられるもの

も少なくありません。 

当社は、当社の企業理念を礎とし長年築きあげてきた固有技術を核とした未来志向型企業としての

社会的使命を実践していくことが必要不可欠であると考えており、具体的には、企画・開発・設計・

生産・販売およびその他の事業活動に関する専門的知識、主に従業員に蓄積されている運用ノウハウ

および経験を活かし、ステークホルダーとの良好な関係構築を十分に行い、かつ、当社の有形無形の

経営資源、今後の施策の潜在的効果、各施策間のシナジー効果等も十分に検証しつつ、企業活動を実

践していくことが必要と考えております。 
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当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、このような基本的な考え方を十分に理解し、

当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益を中・長期的に確保し、向上させる者でなければなら

ないと考えております。 

従いまして、上記のような基本的な考え方を十分に理解せず、当社の企業価値・株主のみなさまの

共同の利益に資さない不適切な当社株式の大規模な買付提案またはこれに類似する行為を行う者は、

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え、それを抑止するための

取り組みが必要不可欠であると考えております。 

  

Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取り組み 

  

当社は、「印刷を基盤に培った固有技術を核とする事業活動を通して、広く社会との相互信頼に基

づいた《共生》を目指す」という企業理念のもとに、産業資材、ディバイス、情報コミュニケーショ

ンという3つの事業領域で、それぞれ独創性の高い製品・サービスの企画・開発・設計・生産・販売

を行っております。当社は、私たちの社会生活の多くが、色・デザイン・機能といった要素から形成

されていることに注目し、伝統的な紙への印刷にとどまらず、立体形状のプラスチック製品の表面に

絵柄を施す産業資材や、世界トップクラスの技術を誇るタッチパネルといった事業分野においても固

有の印刷技術をベースにした独自のソリューションを展開してきました。これまで長年に渡って築き

あげてきた固有の印刷技術こそが私たちのコア・コンピタンスです。 

平成24年度から運用が開始された第4次中期経営計画においても、「印刷技術の新領域を切り拓

き、お客さま価値を根本から塗り替える製品群を創出する」ことを中期ビジョンとして掲げ、当社が

これまでに培ってきた固有の印刷技術をさらに探求し、進化させることで、世の中にない全く新しい

価値や製品群を創出し、私たちの印刷技術がより多くの分野で採用されることを目指しております。

 また、当社取締役会は社内取締役5名と社外取締役2名で構成されており、経営環境の変化に柔軟

に対処するとともに、経営責任を明確化するために、取締役の任期を1年としております。執行役員

制度により業務執行体制を整備し、取締役会の戦略策定ならびに経営監視機能と執行役員の業務執行

機能の分化を図っております。監査役会は、社内監査役2名(常勤)と公認会計士・弁護士等の財務お

よび会計、または法務に関する相当程度の知見を有する者を含む社外監査役2名(非常勤)で構成さ

れ、監査役の職務を補助する部門として監査役室を設置し、専属の従業員を配置することで、監査の

客観性と実効性を確保するとともに、監査業務が円滑に遂行できる体制としております。社内管理体

制では、内部監査機能として代表取締役社長直轄の内部監査部門を設置し内部監査機能を充実させて

いるほか、会社情報の適時開示の必要性および開示内容を審議する開示統制委員会を設置し、当社グ

ループ全社に関する重要情報を適時適切に開示しております。 

  

Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取り組み 

  

当社は、平成25年5月10日開催の当社取締役会により当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利

益のより一層の確保・向上を目的として、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針の一部改定 

(以下、「本プラン」といいます。)を決議し、平成25年6月21日開催の第94期定時株主総会において

株主のみなさまにご承認いただきました。 
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本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付

け、もしくは、当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合およ

びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付けに該当する行為もしくはこれ

に類似する行為(以下、「買付等」といいます。)を行うまたは行うことを提案する者(以下、「買付

者等」といいます。)が現れた場合に、買付者等に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求

め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う期間を確保したうえで、株主のみなさま

に対して当社取締役会策定の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行うという、当社

の企業価値・株主のみなさまの共同の利益を確保・向上させるための手続を定めています。買付者等

が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う場合、または、買付者等による買付

等が当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益を著しく損なうと判断される場合は、一定の対抗

措置を実施することがあります。 

本プランの内容の詳細につきましては、当社ウェブサイトをご参照下さい。 

  

Ⅳ. 上記の取り組みについての取締役会の判断 

  

上記Ⅱ.の取り組みは、当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益を確保・向上させるために

策定されたものであり、その結果が株主および投資家のみなさまによる当社株式の評価に適正に反映

されることにより、当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益を著しく損なうおそれのある買付

等は困難になるものと考えられます。 

上記Ⅲ.の取り組みは、当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益を確保・向上させるための

手続を定めるものです。また、本プランにおいては、(ⅰ)株主総会において株主のみなさまのご承認

を得て導入されたものであることに加え、一定の場合には対抗措置の実施または不実施につき株主の

みなさまのご意思を確認する仕組みが設けられていること、(ⅱ)株主総会で選任された取締役で構成

される取締役会の決議によりいつでも本プランを廃することができること、(ⅲ)当社取締役会の恣意

的判断を排除するため、独立委員会を設置し、取締役会は独立委員会の勧告を 大限尊重して意思決

定を行うものとしていること、(ⅳ)本プランの発動に関する合理的な客観的要件が設定されているこ

と等が定められております。 

従いまして、上記Ⅱ.およびⅢ.の取り組みは、いずれも、基本方針に沿うものであり、株主のみな

さまの共同の利益の確保・向上に資するものであり、また、当社の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。 

  

(5) 研究開発活動 

当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は11億36百万円であります。 

なお、当第2四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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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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 180,000,000

計 180,000,000

② 【発行済株式】

種類
第2四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成25年9月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成25年11月12日)

上場金融商品取引所 
名または登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 45,029,493 45,029,493
東京証券取引所
(市場第一部)

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 100株

計 45,029,493 45,029,493 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(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】

(4) 【ライツプランの内容】

(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 
(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25年7月1日～ 
平成25年9月30日

― 45,029 ― 5,684 ― 7,115
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(注)  1. 当社は、平成25年9月30日現在で、自己株式2,114千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.69％)を

所有しており、上記大株主からは除外しております。 

2. 上記株式会社みずほ銀行の所有株式は、同行が退職給付信託の信託財産として拠出しているものであります

(株主名簿上の名義は、みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サー

ビス信託銀行株式会社であります)。 

3. ニッシャ共栄会は、当社の取引先持株会であります。 

4. 上記DIC株式会社の所有株式は、同社が退職給付信託の信託財産として拠出しているものであります(株主名

簿上の名義は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・DIC株式会社口)であります)。 

5. 株式会社みずほ銀行およびその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社から、平成25年7月22日付で関東

財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成25年7月15日現在で以下の株式を保有して

いる旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認がで

きておりません。なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

(6) 【大株主の状況】

平成25年9月30日現在

氏名または名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

TAIYO FUND, L.P.
(常任代理人 シティバンク銀行
株式会社)

40 RAGSDALE DRIVE, SUITE 200 MONTEREY, 
CA 93940 US
(東京都品川区東品川2丁目3-14)

3,691 8.19

鈴木興産株式会社 京都市右京区龍安寺玉津芝町4-7 2,563 5.69

明治安田生命保険相互会社
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内2丁目1-1
(東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランド
トリトンスクエアオフィスタワーZ棟)

2,341 5.20

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内1丁目3-3 2,076 4.61

ノーザントラスト カンパニー
(エイブイエフシー)サブアカウ
ント ブリテイツシユクライア
ント
(常任代理人 香港上海銀行東京
支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 
5NT, UK
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

1,824 4.05

株式会社京都銀行
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社)

京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番
地
(東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランド
トリトンスクエアオフィスタワーZ棟)

1,442 3.20

ニッシャ共栄会 京都市中京区壬生花井町3番地 1,001 2.22

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11 925 2.05

DIC株式会社
東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地ワテ
ラスタワー

905 2.01

王子ホールディングス株式会社 東京都中央区銀座4丁目7-5 894 1.98

計 ― 17,664 39.22

氏名または名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内1丁目3-3 2,078 4.62

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目2-1 909 2.02
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6. タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその共同保有者であるタイヨウ・

ブルー・ジー・ピー・エルエルシーから、平成25年10月9日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書

の変更報告書により、平成25年10月2日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当

社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。なお、大量保有報告

書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

  

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が85株含まれております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

氏名または名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

タイヨウ・ファンド・マネッジ
メント・カンパニー・エルエル
シー

アメリカ合衆国、ワシントン州98033、カーク
ランド、キャリロンポイント5300

3,725 8.27

タイヨウ・ブルー・ジー・ピ
ー・エルエルシー

アメリカ合衆国、デラウェア州19808、ウィル
ミントン、スート400、センターヴィルロード
2711

295 0.66

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25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

2,114,800
―

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

42,861,000
428,610 同上

単元未満株式
普通株式

53,693
― 1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 45,029,493 ― ―

総株主の議決権 ― 428,610 ―

② 【自己株式等】

平成25年9月30日現在

所有者の氏名 
または名称

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)
日本写真印刷株式会社

京都市中京区壬生花井町 
3番地

2,114,800 ― 2,114,800 4.69

計 ― 2,114,800 ― 2,114,800 4.69

2 【役員の状況】
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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。 

  

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2四半期連結会計期間(平成25年7月1日か

ら平成25年9月30日まで)および第2四半期連結累計期間(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)に係る

四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

  

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

2．監査証明について
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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2四半期連結会計期間
(平成25年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 23,974 15,629

受取手形及び売掛金 ※2 21,996 25,345

商品及び製品 5,041 4,238

仕掛品 2,052 2,744

原材料及び貯蔵品 2,161 2,549

その他 4,269 5,730

貸倒引当金 △215 △230

流動資産合計 59,280 56,008

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,116 24,354

機械装置及び運搬具（純額） 16,550 14,753

工具、器具及び備品（純額） 1,236 1,404

土地 6,175 6,088

リース資産（純額） 2,372 2,115

建設仮勘定 1,830 1,894

有形固定資産合計 45,282 50,611

無形固定資産

ソフトウエア 3,300 2,987

その他 402 369

無形固定資産合計 3,702 3,356

投資その他の資産

投資有価証券 6,103 7,782

その他 1,031 1,033

貸倒引当金 △435 △435

投資その他の資産合計 6,699 8,379

固定資産合計 55,684 62,347

資産合計 114,964 118,355
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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2四半期連結会計期間
(平成25年9月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2 23,896 20,955

短期借入金 21,099 20,096

未払法人税等 68 154

賞与引当金 977 1,105

その他 15,102 22,067

流動負債合計 61,144 64,379

固定負債

退職給付引当金 5,884 5,906

その他 3,444 3,326

固定負債合計 9,328 9,233

負債合計 70,472 73,612

純資産の部

株主資本

資本金 5,684 5,684

資本剰余金 7,355 7,355

利益剰余金 32,591 31,003

自己株式 △2,926 △2,927

株主資本合計 42,704 41,116

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,483 3,009

為替換算調整勘定 △696 617

その他の包括利益累計額合計 1,786 3,626

純資産合計 44,491 44,743

負債純資産合計 114,964 118,355
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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2四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間
(自 平成24年4月1日

 至 平成24年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日

 至 平成25年9月30日)

売上高 36,486 49,282

売上原価 35,758 44,533

売上総利益 728 4,748

販売費及び一般管理費 ※1 5,808 ※1 7,562

営業損失（△） △5,080 △2,813

営業外収益

受取利息 38 54

受取配当金 61 60

為替差益 － 1,482

その他 79 210

営業外収益合計 179 1,808

営業外費用

支払利息 87 64

投資有価証券評価損 233 2

為替差損 568 －

その他 81 53

営業外費用合計 970 121

経常損失（△） △5,870 △1,126

特別利益

固定資産売却益 166 174

投資有価証券売却益 9 －

国庫補助金 159 159

特別利益合計 336 334

特別損失

固定資産除売却損 123 90

固定資産圧縮損 152 149

特別損失合計 276 239

税金等調整前四半期純損失（△） △5,810 △1,031

法人税等 509 557

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △6,320 △1,589

少数株主損失（△） － △2

四半期純損失（△） △6,320 △1,587
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【四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間
(自 平成24年4月1日

 至 平成24年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日

 至 平成25年9月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △6,320 △1,589

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △624 525

為替換算調整勘定 135 1,335

持分法適用会社に対する持分相当額 － △21

その他の包括利益合計 △488 1,839

四半期包括利益 △6,808 249

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,808 251

少数株主に係る四半期包括利益 － △2
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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2四半期連結累計期間
(自 平成24年4月1日

 至 平成24年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日

 至 平成25年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △5,810 △1,031

減価償却費 4,048 5,219

のれん償却額 29 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △45 122

退職給付引当金の増減額（△は減少） 61 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17 10

受取利息及び受取配当金 △100 △115

支払利息 87 64

為替差損益（△は益） 313 △1,032

固定資産除売却損益（△は益） △43 △84

投資有価証券売却損益（△は益） △9 －

投資有価証券評価損益（△は益） 233 2

売上債権の増減額（△は増加） △4,401 △3,093

たな卸資産の増減額（△は増加） △465 △103

仕入債務の増減額（△は減少） 3,310 △3,185

その他 9,263 △169

小計 6,486 △3,371

利息及び配当金の受取額 100 113

利息の支払額 △87 △64

法人税等の支払額 △275 △212

法人税等の還付額 48 92

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,273 △3,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 1,500 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,483 △5,117

有形及び無形固定資産の売却による収入 159 658

投資有価証券の取得による支出 △50 △76

投資有価証券の売却による収入 54 14

関係会社株式の取得による支出 － △937

貸付けによる支出 △2 △3

貸付金の回収による収入 9 6

その他 － 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,813 △5,453

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） － △1,000

リース債務の返済による支出 △311 △313

自己株式の取得及び売却による収支 △0 △0

配当金の支払額 △1 △0

少数株主からの払込みによる収入 － 2

財務活動によるキャッシュ・フロー △313 △1,312

現金及び現金同等物に係る換算差額 △220 1,835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,926 △8,373

現金及び現金同等物の期首残高 19,490 23,692

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 23,416 ※1 15,318
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  1  受取手形割引高 

  

※2  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、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連

結会計年度末残高に含まれております。 

  

【注記事項】

(連結の範囲または持分法適用の範囲の変更)

当第2四半期連結累計期間
(自  平成25年4月1日  至  平成25年9月30日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

前連結会計年度末において連結子会社であったナイテック・プレシジョン㈱は、平成25年4月1日付で当社の

連結子会社であるナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ㈱を存続会社とする吸収合併により消

滅したため、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

当第2四半期連結会計期間より、株式取得によりNS Tech Co., Ltd.を新たに持分法適用の範囲に含めており

ます。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)

税金費用の計算

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益または税引前当期純

損失に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益または税引前四半期純損失に

当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、見積実効税率を使用できない場合には、法定実効税率を

使用しております。

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成25年3月31日)

当第2四半期連結会計期間 
(平成25年9月30日)

受取手形割引高 250百万円 250百万円

前連結会計年度 
(平成25年3月31日)

当第2四半期連結会計期間 
(平成25年9月30日)

受取手形 169百万円 ―

支払手形 36 ―
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※1  販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。 

  

※1  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。 

  

前第2四半期連結累計期間(自  平成24年4月1日  至  平成24年9月30日) 

1．配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

2．基準日が当第2四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2四半期連結会計期

間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

当第2四半期連結累計期間(自  平成25年4月1日  至  平成25年9月30日) 

1．配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

2．基準日が当第2四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2四半期連結会計期

間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

(四半期連結損益計算書関係)

前第2四半期連結累計期間
(自  平成24年4月1日
至  平成24年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自  平成25年4月1日
至  平成25年9月30日)

荷造発送費 582百万円 717百万円

給与 1,611 1,679

賞与引当金繰入額 289 324

退職給付費用 102 91

減価償却費 795 713

貸倒引当金繰入額 19 10

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第2四半期連結累計期間
(自  平成24年4月1日
至  平成24年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自  平成25年4月1日
至  平成25年9月30日)

現金及び預金 23,664百万円 15,629百万円

預入期間が3か月を超える定期預金 △248 △310

現金及び現金同等物 23,416 15,318

(株主資本等関係)
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Ⅰ  前第2四半期連結累計期間(自  平成24年4月1日  至  平成24年9月30日) 

1．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

(注) 1. 「その他」の区分は不動産事業、人材派遣事業等であります。 

2. セグメント利益または損失(△)の調整額△2,662百万円には各報告セグメントに配分していない全社費用等が

含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

3. セグメント利益または損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失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またはのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第2四半期連結累計期間(自  平成25年4月1日  至  平成25年9月30日) 

1．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

(注) 1. 「その他」の区分は人材派遣事業等であります。 

2. セグメント損失(△)の調整額△1,960百万円には各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれてお

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

3. セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)3産業資材 ディバイス

情報コミュ
ニケーショ

ン

その他 
(注)1

計

売上高

  外部顧客への売上高 14,903 12,968 8,573 41 36,486 ― 36,486

  セグメント間の内部売上高 
  または振替高

― ― ― 447 447 △447 ―

計 14,903 12,968 8,573 489 36,934 △447 36,486

セグメント利益または損失(△) 330 △2,777 △93 122 △2,417 △2,662 △5,080

    (単位：百万円)

  報告セグメント

調整額 
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)3  産業資材 ディバイス

情報コミュ
ニケーショ

ン

その他 
(注)1

計

売上高              

外部顧客への売上高 13,363 27,475 8,375 67 49,282 ― 49,282

セグメント間の内部売上高 
または振替高

― ― ― 299 299 △299 ―

計 13,363 27,475 8,375 366 49,581 △299 49,282

セグメント損失(△) △278 △215 △334 △25 △853 △1,960 △2,813
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2．報告セグメントの変更等に関する事項 

第1四半期連結会計期間より、各報告セグメントに配分する費用の範囲を見直し、従来、調整額に含

めておりました全社費用の一部について、一定の配賦基準に基づき各報告セグメントに配分する方法に

変更しております。 

この変更は、事業別の採算性をより適切に測定する観点から当社グループにおける業績管理方法を見

直したことに伴うものであります。 

これにより、従来の方法に比べて、当第2四半期連結累計期間の「産業資材」のセグメント利益が578

百万円減少し、「ディバイス」のセグメント利益が657百万円減少し、「情報コミュニケーション」の

セグメント損失が328百万円増加しております。 

  

3．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

1株当たり四半期純損失および算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(注)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

  

第95期(平成25年4月1日から平成26年3月31日)中間配当については、平成25年11月6日開催の取締役会に

おいて、これを行わない旨を決議いたしました。 

  

(1株当たり情報)

項目
前第2四半期連結累計期間
(自  平成24年4月1日
至  平成24年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自  平成25年4月1日
至  平成25年9月30日)

1株当たり四半期純損失 147円27銭 37円00銭

(算定上の基礎)

四半期純損失(百万円) 6,320 1,587

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損失(百万円) 6,320 1,587

普通株式の期中平均株式数(千株) 42,915 42,914

2 【その他】
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成25年11月7日

日本写真印刷株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

  

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」に掲げられている日本
写真印刷株式会社の平成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2四半期連結会計期間(平
成25年7月1日から平成25年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成25年4月1日から平成25年9月30日
まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結
包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー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、日本写真印刷株式会社及び連結子会社の平
成25年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四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。 
  
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 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
公認会計士  佃    弘  一 郎 印

業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士  中  山       聡 印

業 務 執 行 社 員

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

報告書提出会社)が別途保管しております。

2.  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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