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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 74,917 △4.2 2,574 252.6 2,235 527.7 781 △61.9
21年3月期 78,163 △11.0 730 △86.5 356 △92.5 2,050 △0.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 25.95 ― 2.2 3.6 3.4
21年3月期 67.40 ― 5.7 0.6 0.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 64,203 35,985 55.9 1,191.84
21年3月期 61,692 35,918 58.1 1,189.50

（参考） 自己資本   22年3月期  35,887百万円 21年3月期  35,818百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 5,860 △2,093 △826 13,774
21年3月期 4,994 △2,217 △2,476 10,814

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 16.00 ― 17.00 33.00 1,001 49.0 2.8
22年3月期 ― 16.00 ― 17.00 33.00 993 127.2 2.8
23年3月期 

（予想）
― 16.00 ― 17.00 33.00 71.0

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

39,000 6.9 1,400 82.0 1,300 54.5 700 164.3 23.25

通期 80,000 6.8 3,500 35.9 3,300 47.6 1,400 79.2 46.49



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 32,001,169株 21年3月期 32,001,169株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,889,813株 21年3月期  1,889,170株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 56,357 0.5 2,008 10.8 1,837 △4.6 1,062 ―
21年3月期 56,096 △7.7 1,813 △57.8 1,925 △52.5 △5,389 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 35.29 ―
21年3月期 △177.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 68,743 36,344 52.7 1,204.02
21年3月期 58,772 36,282 61.6 1,201.82

（参考） 自己資本 22年3月期  36,254百万円 21年3月期  36,189百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等に
より、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照してください。 



(1）経営成績に関する分析 

 ａ．当該事業年度の状況 

当連結会計期間における世界経済は、主要各国での景気対策効果や中国をはじめとしたアジア諸国の成長に支えら

れ、年度後半にかけて各地域で回復の動きが見られましたが、全般的には依然として、厳しい状況で推移いたしまし

た。 

このような経済環境の中、当社グループでは、下半期より生産回復や在庫調整の一巡に伴うサプライ製品の需要回

復が顕著となったほか、年度後半にはメカトロ製品についても一部業種において回復の動きが見られました。経済全

般の回復とともに効率化への需要はさらに高まってくるものと見ております。 

国内におきましては、引き続き食品加工、流通、製造、運輸配送、メディカルなど、様々な分野で自動認識技術を

活かした効率化、安全確保、トレーサビリティ需要に対する積極的な提案を行い需要回復の動きを捉えるとともに、

新規用途の開拓を行うなど、売上拡大の努力を行ってまいりました。また好調業種や景気の影響を受けにくい取引

先、公共関連業種に対し積極的な営業施策を展開してまいりました。これらの活動により、下半期の国内売上高は

29,290百万円、前年比109.3％と大幅に回復し、通期の国内売上高は56,819百万円、前年比99.4％と僅かな減収に留

まりました。海外におきましても、米州、欧州、アジア・オセアニア地域各国で売上拡大につとめたことから、下半

期には前年同期比で回復（前年比106.3％）したものの、為替変動に伴う減少（通期影響額△1,769百万円）があった

ため、通期の海外売上高は18,097百万円（前年比86.3％）となりました。 

利益面では、グループの総力を挙げて各地域で生産性の向上及び製造コストの低減、各種経費節減への取り組みを

継続実施したことにより収益構造は着実に改善してきております。とりわけ、国内では販管費効率執行を徹底し、計

画を上回る利益を確保した他、海外においても構造改革に取組む欧州や、シンガポールの海外統括機能を本社に統合

したアジア・オセアニアを中心として収益改善につとめた結果、下半期には海外事業の採算が大きく改善し黒字化を

実現することができました。 

これらの活動の結果、当連結会計期間の売上高は、74,917百万円（前年同期比95.8％）、営業利益2,574百万円

（同352.6％）、経常利益2,235百万円（同627.7％）、当期純利益781百万円（同38.1％）となりました。 

セグメント別の状況は以下のとおりであります。  

[製品群別] 

(a).メカトロ製品事業  

売上高28,363百万円(前年同期比90.5%)、営業利益843百万円(前年同期は営業損失81百万円)となりました。  

(b).サプライ製品事業  

売上高46,553百万円(前年同期比99.4%)、営業利益1,730百万円(前年同期比213.3%)となりました。  

[所在地別] 

(a).日本  

売上高56,819百万円(前年同期比99.4%)、営業利益3,020百万円(前年同期比104.7%)となりました。  

(b).北米地域  

売上高6,114百万円(前年同期比81.6%)、営業利益231百万円(前年同期比84.0%)となりました。  

(c).欧州地域  

売上高6,875百万円(前年同期比81.3%)、営業損失555百万円(前年同期は営業損失1,559百万円)となりました。  

(d).アジア・オセアニア地域  

売上高5,107百万円(前年同期比101.6%)、営業損失90百万円(前年同期は営業損失517百万円)となりました。  

１．経営成績



 ｂ．次事業年度の見通し 

次期の見通しにつきましては、景気対策効果や中国をはじめとするアジア諸国の成長、新興国の経済成長が世界経

済を牽引して徐々に回復しつつあるものの、その速度は緩やかで不安定な要素もあると見ております。 

このような経営環境の下、当社グループは、2008年後半からの厳しい状況から早急に脱却し、持続的な成長を実現

するため、新たに2010年度を起点とする「中期経営計画」（～2012年度まで）を策定いたしました。本計画におきま

しては、「収益力を伴った成長企業」を目指し成長軌道を確立することを基本方針に掲げております。 

通期の連結業績見通しは、以下のとおりとなります。 

売上高      80,000百万円 （前期比106.8％） 

営業利益     3,500百万円 （前期比135.9％） 

経常利益     3,300百万円 （前期比147.6％） 

当期純利益    1,400百万円 （前期比179.2％） 

なお、前提となる期中平均為替レートは、1米ドル90円、1ユーロ125円としております。 

注）中期経営計画の概要につきましては、「3.経営方針」に記載しております。 

（2）財政状態に関する分析 

ａ．資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産につきましては、流動資産の残高が41,125百万円（前連結会計年度末は36,912百万円）と

なり4,213百万円増加しました。これは主に、現金及び預金の増加（2,858百万円）、受取手形及び売掛金の増加

（1,042百万円）及び、繰延税金資産の増加（1,710百万円）があった一方で、たな卸資産の減少（1,311百万円）が

あったことによるものであります。固定資産の残高は23,078百万円（前連結会計年度末は24,780百万円）となり

1,702百万円減少しました。これは、減価償却費の計上等による有形固定資産の減少（820百万円）、無形固定資産の

減少（158百万円）及び、繰延税金資産の減少（1,624百万円）があったことによるものであります。 

負債につきましては、流動負債の残高が22,748百万円（前連結会計年度末は21,285百万円）となり1,463百万円増

加しました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加（652百万円）、未払金の増加（519百万円）によるものであり

ます。固定負債の残高は5,469百万円（前連結会計年度末は4,489百万円）となり980百万円増加しました。その主な

要因は、リース債務の増加（663百万円）、退職給付引当金の増加（106百万円）があったことによるものでありま

す。 

純資産につきましては、当連結会計年度末における残高が35,985百万円（前連結会計年度末は35,918百万円）とな

り67百万円増加しました。これは主に、当期純利益計上による利益剰余金の増加（781百万円）、為替換算調整勘定

の増加（285百万円）があった一方で、配当金の支払いによる減少（993百万円）があったことによるものでありま

す。  

ｂ．キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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2,959百万円増

加し、当連結会計年度末は13,774百万円となりました。 

当連結会計年度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す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は5,860百万円となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益2,029百万円、非資金項目である減価償却費2,418百万円に加え、たな卸資

産の減少1,306百万円、仕入債務の増加585百万円等があったことによるものであります。その一方で、売上債権の

増加954百万円、法人税等の支払額846百万円他によりその一部が相殺されております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は2,093百万円となりました。 

これは主に有形固定資産1,419百万円、無形固定資産521百万円の取得他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826百万円となりました。 

これは主に、配当金の支払額992百万円によるものです。 

  



  キャッシュ・フロー指標のトレンド 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

＊各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

＊株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

＊営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っているすべての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当   

利益配分につきましては、株主、社会、会社、社員に対する「四者還元」を基本方針とし、安定的かつ継続的な配

当及び今後の事業拡大のための内部留保を基本に、高い投資効率を目指し、あわせて業績、経営環境を総合的に勘案

して決定することとしております。 

平成22年３月期の配当金につきましては、安定した配当を継続的に行うという上記方針に基づき、予定どおり期末

配当を１株当たり17円とし、中間配当金（1株につき16円）を加えた年間配当金は、１株につき33円となります。 

また、次期の配当につきましても、１株につき年間33円を予定しております。 

(4）事業等のリスク 

 ａ．自動認識システム業界の動向等について 

  現時点において、一般にバーコードが も普及していることから、当社グループの事業においては、バーコード関

連分野の売上高比率が高いものとなっております。バーコード関連市場は、小売分野のＰＯＳ(販売時点情報管理)シ

ステムの普及ならびに産業分野における物流及びファクトリーオートメーションでの生産管理システムへの活用から

はじまり、近年においては、メディカル分野や食品加工分野におけるトレーサビリティ、ＥＤＩ（電子データ交換）

へと活用の場を広げております。各分野において設備投資動向及び業界再編の影響を受ける可能性はあるものの、今

後もその用途及び需要は拡大する傾向にあるものと認識しております。 

 また、自動認識システム業界においては、大量の情報が書き込めるＲＦＩＤ（ＩＣタグ・ラベル）技術の研究・開

発が進められております。当社グループにとってＲＦＩＤの普及はビジネスチャンスを拡大させるものと考えてお

り、当該技術に関する研究開発を推進し、ＲＦＩＤ関連製品の投入を進めております。しかしながら、ＲＦＩＤにつ

いては、無線により非接触で複数の物が同時に認識できるという利点がある一方、プライバシー保護の問題、高コス

トかつ使用環境を選ぶという解決すべき課題も有しております。これらのことから、その普及には社会一般の理解や

技術革新に関して、相応の期間が必要と考えており、現時点において今後の当社グループ業績への寄与は不透明であ

ります。 

 当社グループは、今後においても顧客ニーズに対応した事業展開を進めていく方針でありますが、グループ業績は

バーコード及びＲＦＩＤ関連製品の需要動向に影響を受ける可能性があります。 

  

 ｂ．為替変動の影響について 

 当社グループは、世界各国で生産、販売活動に取り組んでおり、為替変動の影響を受けております。このため為替

予約等を利用することにより、為替変動リスクの低減につとめております。しかしながら、事業活動において為替変

動リスクを完全に排除することは困難でありますので、今後著しい為替変動があった場合、当社グループの業績は影

響を受ける可能性があります。 

  

 ｃ．カントリーリスクについて 

 当社グループは海外において広く生産・販売体制を展開しておりますが、今後、当該国地域における景気変動、法

律・規制の改正、紛争・自然災害・伝染病の発生等、不測の事態が生じた場合には、当社グループの業績は影響を受

ける可能性があります。 

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％）  58.6  56.0  55.4  55.9

時価ベースの自己資本比率（％）  143.8  110.7  58.9  62.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率
(％) 

 76.9  198.8  165.2  120.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  46.8  22.0  22.7  49.3



  当社グループは、電子プリンタ、ハンドラベラー等メカトロ製品、ICタグ・ラベル、シール、ラベル、タグ、チケッ

ト、リボン、MCカード等サプライ製品の製造及び販売を主な事業としており、当社を中核とする企業集団であります。 

 子会社33社はすべて連結子会社であり、各社の位置付け及び事業種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

 なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。 

  

２．企業集団の状況

区分 主要製品 事業の内容 当社及び子会社 

メ 
カ 
ト 
ロ 
製 
品 
事 
業 

電子プリンタ 

電子プリンタ

ラベリングロボット 
オートラベラー 
保守サービス 

統括 

当社  
以下子会社の統括 

SATO INTERNATIONAL AMERICA,INC.（アメリカ） 
SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.（ベルギー） 
SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 
                                             （会社総数 ４社） 

シェアード 

・サービス 
SATO GLOBAL BUSINESS SERVICES PTE.LTD.     （会社総数 １社）

販売

当社 
SATO AMERICA,INC.（アメリカ） 
SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC.(アメリカ) 
SATO UK LTD.（イギリス） 
SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH (ドイツ) 
SATO IBERIA S.A.U. （スペイン） 
SATO POLSKA SP.Z O.O.（ポーランド） 
SATO FRANCE S.A.S.（フランス） 
SATO BENELUX B.V.（オランダ）     
SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 
SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN.BHD.（マレーシア） 
SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.（タイ） 
SATO SHANGHAI CO.,LTD.（中国） 
SATO AUSTRALIA PTY LTD.（オーストラリア） 
SATO NEW ZEALAND LTD.（ニュージーランド）    （会社総数 15社） 

製造
当社 
SATO MALAYSIA ELECTRONICS MANUFACTURING SDN.BHD.(マレーシア) 
                                                （会社総数 ２社） 

ハンドラベラー

他 

一段型ハンドラベラー 
多段型ハンドラベラー 
ソフトウェア 
保守サービス 

統括

当社  
以下子会社の統括 

SATO INTERNATIONAL AMERICA,INC.（アメリカ） 
SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.（ベルギー） 
SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 
                                             （会社総数 ４社）  

シェアード 

・サービス 
SATO GLOBAL BUSINESS SERVICES PTE.LTD.          （会社総数 １社）

販売

当社 
SATO AMERICA,INC.（アメリカ） 
SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC.(アメリカ) 
SATO UK LTD.（イギリス） 
SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH (ドイツ) 
SATO IBERIA S.A.U. （スペイン） 
SATO POLSKA SP.Z O.O.（ポーランド） 
SATO FRANCE S.A.S.（フランス） 
SATO BENELUX B.V.（オランダ） 
SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 
SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN.BHD.（マレーシア） 
SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.（タイ） 
SATO SHANGHAI CO.,LTD.（中国） 
SATO AUSTRALIA PTY LTD.（オーストラリア） 
SATO NEW ZEALAND LTD.（ニュージーランド）    （会社総数 15社） 

 製造 
SATO LABELLING MALAYSIA ELECTRONICS SDN.BHD.(マレーシア) 
SATO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム）               （会社総数 ２社） 



１．上記の他、SATO HOLDING(THAILAND)CO.,LTD.（持株会社）、S.A.R.L.DES BOIS BLANCS（不動産管理会社）及び

SATO TECHNOLOGY & BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE AB（技術・商談支援センター）があります。 
２．SATO MALAYSIA ELECTRONICS MANUFACTURING SDN.BHD.、SATO VIETNAM CO.,LTD.、 SATO GLOBAL BUSINESS SERVICES PTE.LTD.、 
    SATO INTERNATIONAL AMERICA,INC. SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.、SATO UK LTD.、SATO IBERIA S.A.U.、 
    SATO TECHNOLOGY & BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE AB、SATO BENELUX B.V.、SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.LTD.、 
    SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.、SATO MALAYSIA SDN.BHD.、SATO HOLDING(THAILAND)CO.,LTD.、SATO SHANGHAI CO.,LTD.、 
    SATO AUSTRALIA PTY LTD.、SATO NEW ZEALAND LTD.、サトープリンティング株式会社、サトービジネスサービス株式会社、 
    サトーロジスティクス株式会社、サトーシステムサポート株式会社、株式会社サトー知識財産研究所及び株式会社イン・アウトは

当社の子会社であります。 
３．SATO FRANCE S.A.S.、SATO POLSKA SP.Z O.O.及びSATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbHはSATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.の

子会社であります。 
４．SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN.BHD.はSATO MALAYSIA SDN.BHD.の子会社であります。 
５．SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.はSATO HOLDING(THAILAND)CO.,LTD.の子会社であります。 
６．S.A.R.L.DES BOIS BLANCSはSATO FRANCE S.A.S.の子会社であります。 
７．SATO AMERICA,INC.及びSATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC.はSATO INTERNATIONAL AMERICA,INC.の子会社であります。 
８．SATO PRINT CONNECT HONG KONG LTD.はSATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC.の子会社であります。 

 以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。 

区分 主要製品 事業の内容 当社及び子会社 

サ 
プ 
ラ 
イ 
製 
品 
事 
業 

ICタグ・ラベ

ル、シール、ラ

ベル、タグ、チ

ケット、リボ

ン、MCカード等

サプライ製品 

電子プリンタ用ラベル・

タグ 
ハンドラベラー用ラベル 
ICタグ・ラベル 

 シール 

チケット 

リボン 
MCカード 

統括

当社  
以下子会社の統括 

SATO INTERNATIONAL AMERICA,INC.（アメリカ） 
SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.（ベルギー） 
SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 
                       （会社総数 ４社）  

シェアード 

・サービス  SATO GLOBAL BUSINESS SERVICES PTE.LTD.          （会社総数 １社）

 販売

当社 
SATO AMERICA,INC.（アメリカ） 

 SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC.(アメリカ)  
 SATO UK LTD.（イギリス） 
SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH (ドイツ) 

 SATO IBERIA S.A.U. （スペイン） 
SATO POLSKA SP.Z O.O.（ポーランド） 

 SATO FRANCE S.A.S.（フランス） 
 SATO BENELUX B.V.（オランダ） 
 SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 
SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN.BHD.（マレーシア）  

 SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.（タイ） 
 SATO SHANGHAI CO.,LTD.（中国） 
 SATO AUSTRALIA PTY LTD.（オーストラリア）  
 SATO NEW ZEALAND LTD.（ニュージーランド）        （会社総数 15社）

製造

当社 
SATO AMERICA,INC.（アメリカ） 

 SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC.(アメリカ)  
SATO UK LTD.（イギリス） 

 SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH (ドイツ) 
 SATO IBERIA S.A.U. （スペイン） 
SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール） 

 SATO POLSKA SP.Z O.O.（ポーランド） 
SATO FRANCE S.A.S.（フランス） 
SATO MALAYSIA SDN.BHD.（マレーシア） 
SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.（タイ） 

 SATO AUSTRALIA PTY LTD.（オーストラリア） 
 SATO NEW ZEALAND LTD.（ニュージーランド） 
 SATO PRINT CONNECT HONG KONG LTD.（香港） 
 サトープリンティング株式会社                     （会社総数 15社）

 人材紹介・派遣 サトービジネスサービス株式会社 

 貨物輸送、電子器具検査、組立等 サトーロジスティクス株式会社

 電子プリンタ等の保守サービス サトーシステムサポート株式会社 

 知識財産の創出、活用、維持管理 株式会社サトー知識財産研究所 

 アプリケーションソフトウェアの開発 株式会社イン・アウト 





(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは創業以来「あくなき創造」を社是として、事業コンセプトに掲げる「DCS（データ・コレクショ

ン・システムズ）＆ Labeling」を推進し、「正確、省力、省資源」を実現して社会に貢献することを経営の基本方

針としております。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループは経営指標として、売上高営業利益率、１株当たり当期純利益（EPS）を重視しております。これら

の指標につきましては株主価値を高めていく際のベンチマークと認識しております。 

今回、2010年度を起点とする新たな中期経営計画を策定し、2012年度までに連結売上高950億円以上、連結営業利

益60億円以上、連結営業利益率６％以上、EPS100円以上を達成すべき目標としております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

当社グループは、2010年度を起点とする「中期経営計画」（～2012年度まで）を策定しました。この中期計画は、

持続的な成長を実現するため、「収益力を伴った成長企業」を目指し、成長軌道を確立することを基本方針に掲げて

おります。 終年度である2012年度までに過去 高の売上高と営業利益を実現する計画です。 

主要施策として、次の５項目に取り組んでまいります。 

① 日本事業の収益力強化 

a.市場別事業部制導入による提案力強化 

- 大手ユーザーの深耕 

- ソリューションのデータベース化による横展開スピードアップ 

b.固定費実質０ベース管理の徹底 

c.事業提携、協業の推進 

d.事業を支える運営インフラの整備、充実 

② 海外事業の黒字体質確立 

a.全社黒字化実現 ＝収益体質確立 

b.地域に根ざしたDCS ＆ Labelingの実践 

c.日本事業との情報共有と連携活動の推進 

d.地域経営のレベルアップ 

・米州         ＝新市場、新チャネル開拓による利益上積み 

・欧州         ＝営業強化、構造改革継続による黒字化 

・アジア・オセアニア  ＝経済成長の波を捉えた営業強化 

③ 将来の事業の柱となる新技術・新基材開発 

a.外部提携による新技術導入と活用 

- 複数プロジェクトが進行中 

b.業務提携を含めた新基材開発と活用 

④ 成長市場への取組み 

a.環境、セキュリティ、高齢化などへの社会的要請への対応強化 

b.官公庁、ライフライン市場の開拓 

c.アジア・新興国市場への進出 

→各国の成長ステージに適合した製品の投入（低価格市場でも競争力のある製品） 

⑤ 経営課題を達成するためのインフラ整備 

a.人財育成の充実 

b.業務統括機能の整備 

c. 適な組織運営体制の再構築（日本、海外） 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,726 13,584

受取手形及び売掛金 15,304 16,346

有価証券 88 189

商品及び製品 7,249 6,198

仕掛品 135 114

原材料及び貯蔵品 1,788 1,548

未収入金 907 599

繰延税金資産 277 1,987

その他 716 714

貸倒引当金 △282 △159

流動資産合計 36,912 41,125

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,911 9,931

減価償却累計額 △5,096 △5,478

建物及び構築物（純額） 4,814 4,453

機械装置及び運搬具 10,100 10,674

減価償却累計額 △6,474 △7,098

機械装置及び運搬具（純額） 3,625 3,576

工具、器具及び備品 5,220 5,384

減価償却累計額 △3,840 △4,252

工具、器具及び備品（純額） 1,379 1,132

土地 5,366 5,069

建設仮勘定 628 762

有形固定資産合計 15,815 14,994

無形固定資産   

のれん 420 369

ソフトウエア 1,277 1,062

借地権 173 184

その他 162 258

無形固定資産合計 2,034 1,875

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  331 ※1  278

長期貸付金 315 518

差入保証金 825 806

繰延税金資産 4,957 3,333

その他 595 1,346

貸倒引当金 △94 △73

投資その他の資産合計 6,931 6,208

固定資産合計 24,780 23,078

資産合計 61,692 64,203



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,013 4,666

短期借入金 3,483 3,542

未払金 10,297 10,817

リース債務 97 214

未払法人税等 192 660

賞与引当金 84 86

役員賞与引当金 － 35

製品保証引当金 29 30

その他 3,086 2,694

流動負債合計 21,285 22,748

固定負債   

長期借入金 2,000 2,000

リース債務 478 1,141

退職給付引当金 1,613 1,719

役員退職長期未払金 245 244

その他 151 364

固定負債合計 4,489 5,469

負債合計 25,774 28,218

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,331 6,331

資本剰余金 5,799 5,799

利益剰余金 28,539 28,327

自己株式 △3,457 △3,457

株主資本合計 37,213 37,000

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 5

為替換算調整勘定 △1,403 △1,118

評価・換算差額等合計 △1,394 △1,112

新株予約権 93 89

少数株主持分 6 7

純資産合計 35,918 35,985

負債純資産合計 61,692 64,203



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 78,163 74,917

売上原価 ※2  45,763 ※2  43,637

売上総利益 32,399 31,279

販売費及び一般管理費 ※1, ※2, ※3  31,669 ※1, ※2, ※3  28,705

営業利益 730 2,574

営業外収益   

受取利息 66 30

受取配当金 3 1

仕入割引 33 24

スワップ評価益 135 －

受取賃貸料 12 33

受取補償金 － 34

その他 121 89

営業外収益合計 372 214

営業外費用   

支払利息 142 118

為替差損 468 292

その他 135 142

営業外費用合計 746 553

経常利益 356 2,235

特別利益   

前期損益修正益 － ※8  133

固定資産売却益 ※4  17 ※4  4

その他 1 5

特別利益合計 19 143

特別損失   

事業再編損 ※5  150 ※5  261

固定資産除却損 ※6  29 ※6  22

前期損益修正損 ※7  323 －

固定資産売却損 ※9  6 ※9  9

減損損失 ※10  295 ※10  46

その他 1 9

特別損失合計 807 349

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△431 2,029

法人税、住民税及び事業税 1,395 1,337

法人税等調整額 △3,878 △90

法人税等合計 △2,483 1,246

少数株主利益 1 0

当期純利益 2,050 781



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,331 6,331

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,331 6,331

資本剰余金   

前期末残高 5,799 5,799

当期変動額   

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 － 0

当期末残高 5,799 5,799

利益剰余金   

前期末残高 27,481 28,539

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 18 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,010 △993

当期純利益 2,050 781

当期変動額合計 1,040 △212

当期末残高 28,539 28,327

自己株式   

前期末残高 △2,953 △3,457

当期変動額   

自己株式の取得 △503 △0

当期変動額合計 △503 △0

当期末残高 △3,457 △3,457

株主資本合計   

前期末残高 36,658 37,213

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 18 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,010 △993

当期純利益 2,050 781

自己株式の取得 △503 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 536 △212

当期末残高 37,213 37,000



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5 8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △2

当期変動額合計 3 △2

当期末残高 8 5

為替換算調整勘定   

前期末残高 △59 △1,403

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,344 285

当期変動額合計 △1,344 285

当期末残高 △1,403 △1,118

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △53 △1,394

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,340 282

当期変動額合計 △1,340 282

当期末残高 △1,394 △1,112

新株予約権   

前期末残高 58 93

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 34 △3

当期変動額合計 34 △3

当期末残高 93 89

少数株主持分   

前期末残高 8 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 1

当期変動額合計 △1 1

当期末残高 6 7

純資産合計   

前期末残高 36,671 35,918

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 18 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,010 △993

当期純利益 2,050 781

自己株式の取得 △503 △0

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,307 280

当期変動額合計 △771 67

当期末残高 35,918 35,985



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△431 2,029

減価償却費 2,620 2,418

のれん償却額 214 131

固定資産売却益 △17 △4

固定資産売却損 6 9

固定資産除却損 29 22

事業再編損失 150 261

貸倒引当金の増減額（△は減少） 146 △142

賞与引当金の増減額（△は減少） △23 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26 127

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42 35

受取利息及び受取配当金 △70 △31

支払利息 142 118

為替差損益（△は益） 660 182

売上債権の増減額（△は増加） 3,920 △954

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,114 1,306

前払費用の増減額（△は増加） 98 31

未収入金の増減額（△は増加） △251 388

仕入債務の増減額（△は減少） △1,654 585

未払金の増減額（△は減少） △167 679

その他 489 △184

小計 6,962 7,007

利息及び配当金の受取額 70 31

利息の支払額 △141 △118

事業再編による支出 △150 △213

法人税等の支払額 △1,745 △846

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,994 5,860

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △100 △1

有形固定資産の取得による支出 △1,549 △1,419

有形固定資産の売却による収入 72 31

無形固定資産の取得による支出 △337 △521

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ ※3  △36

その他 △304 △147

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,217 △2,093



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

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） △2,955 90

長期借入れによる収入 2,000 －

長期借入金の返済による支出 △7 －

自己株式の取得による支出 △503 △0

配当金の支払額 △1,009 △992

その他 － 75

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,476 △826

現金及び現金同等物に係る換算差額 △521 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △220 2,959

現金及び現金同等物の期首残高 11,035 ※1  10,814

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  10,814 ※1  13,774



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社 

 当社の子会社29社は全て連結の範囲に含めておりま

す。 

SATO LABELLING MALAYSIA ELECTRONICS SDN.BHD. 

SATO MALAYSIA ELECTRONICS MANUFACTURING SDN.BHD.

SATO INTERNATIONAL PTE.LTD.   

SATO AMERICA,INC.   

SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.   

SATO MALAYSIA SDN.BHD. 

SATO UK LTD.  

SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.   

SATO SHANGHAI CO.,LTD.     

SATO POLSKA SP.Z O.O.    

SATO VIETNAM Co.,LTD. 

SATO HOLDING(THAILAND)CO.,LTD. 

SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN.BHD. 

SATO FRANCE S.A.S. 

S.A.R.L.DES BOIS BLANCS 

SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC. 

SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH  

SATO IBERIA S.A.U.  

SATO AUSTRALIA PTY LTD.  

SATO NEW ZEALAND LTD.  

SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.LTD. 

SATO INTERNATIONAL AMERICA,INC.  

SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.         

SATO TECHNOLOGY & BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE AB

サトープリンティング株式会社  

サトービジネスサービス株式会社 

サトーロジスティクス株式会社 

サトーシステムサポート株式会社  

株式会社サトー知識財産研究所 

１．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社 

 当社の子会社33社は全て連結の範囲に含めておりま

す。 

SATO LABELLING MALAYSIA ELECTRONICS SDN.BHD. 

SATO MALAYSIA ELECTRONICS MANUFACTURING SDN.BHD.

SATO INTERNATIONAL PTE.LTD.   

SATO AMERICA,INC.   

SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.   

SATO MALAYSIA SDN.BHD. 

SATO UK LTD.  

SATO AUTO-ID(THAILAND)CO.,LTD.   

SATO SHANGHAI CO.,LTD.     

SATO POLSKA SP.Z O.O.    

SATO VIETNAM Co.,LTD. 

SATO HOLDING(THAILAND)CO.,LTD. 

SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN.BHD. 

SATO FRANCE S.A.S. 

S.A.R.L.DES BOIS BLANCS 

SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA,INC. 

SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE GmbH  

SATO IBERIA S.A.U.  

SATO AUSTRALIA PTY LTD.  

SATO NEW ZEALAND LTD.  

SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.LTD. 

SATO INTERNATIONAL AMERICA,INC.  

SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V.         

SATO TECHNOLOGY & BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE AB

SATO GLOBAL BUSINESS SERVICES PTE.LTD. 

SATO PRINT CONNECT HONG KONG LTD. 

SATO BENELUX B.V. 

サトープリンティング株式会社  

サトービジネスサービス株式会社 

サトーロジスティクス株式会社 

サトーシステムサポート株式会社  

株式会社サトー知識財産研究所 

株式会社イン・アウト 

上記のうち、SATO GLOBAL BUSINESS SERVICES 

PTE.LTD.、SATO PRINT CONNECT HONG KONG LTD.及び

SATO BENELUX B.V.は、当連結会計年度において新たに

設立したため、株式会社イン・アウトは株式を追加取得

したことにより持分比率が増加したため、連結の範囲に

含めております。                  



  

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用していない関連会社（株式会社ケイエ

ム、株式会社イン・アウト）は、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用していない関連会社（株式会社ケイエ

ム、株式会社プライム・ハラ）は、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち SATO SHANGHAI CO.,LTD. の決算日

は、12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって、連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  同左 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

 その他有価証券のうち時価のあるものについて

は、期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）によっており、時価のないもの

については、移動平均法による原価法によっており

ます。 

① 有価証券 

 同左 

② デリバティブ  

 時価法  

② デリバティブ  

 同左  

③ たな卸資産 

 提出会社及び国内子会社では、商品及び製品、

原材料及び仕掛品については総平均法による原価

法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）、貯蔵品については 終

仕入原価法による原価法により算定しておりま

す。また、在外子会社では、主として総平均法に

よる低価法によっております。  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日公表分）を適用しております。 

 これにより、営業利益は102百万円減少し、経

常利益は19百万円減少し、税金等調整前当期純損

失は19百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。  

③ たな卸資産 

 提出会社及び国内子会社では、商品及び製品、

原材料及び仕掛品については総平均法による原価

法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）、貯蔵品については 終

仕入原価法による原価法により算定しておりま

す。また、在外子会社では、主として総平均法に

よる低価法によっております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 主として定率法によっております。ただし、当社

の平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備

を除く）については、定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

 建物及び構築物    10～50年 

 機械装置及び運搬具  ７～10年  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 



  

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社内における利用可能期間

（主に５年）に基づいております。  

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 

③ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。 

③ リース資産 

 同左 

④ 長期前払費用 

 定額法によっております。 

④ 長期前払費用 

 同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

 同左 

② 賞与引当金 

連結子会社の従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

③ 役員賞与引当金 

当社の役員及び執行役員に対する賞与の支払に備

えるため、支給見込額を計上しております。 

③ 役員賞与引当金 

同左  

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

なお、数理計算上の差異については、発生の翌連

結会計年度より平均残存勤務期間以内の一定年数

（６年）による定額法により処理しております。  

また、過去勤務債務については、発生年度より平

均残存勤務期間以内の一定年数（６年）による定額

法により処理しております。   

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

なお、数理計算上の差異については、発生の翌連

結会計年度より平均残存勤務期間以内の一定年数

（主に６年）による定額法により処理しておりま

す。  

また、過去勤務債務については、発生年度より平

均残存勤務期間以内の一定年数（６年）による定額

法により処理しております。 

  

  

  

  

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号

平成20年７月31日）を適用しております。 

なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等

調整前前当期純利益に与える影響はありません。 

⑤ 製品保証引当金  

 当社は販売製品のアフターサービス費用の支出に

備えるため、保証期間内のサービス費用の発生見込

額を過去の実績に基づき計上しております。 

⑤ 製品保証引当金  

 同左 



  

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算 

の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘

定及び少数株主持分に含めて計上しております。  

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算 

の基準 

 同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例

処理の要件を充たす金利スワップ取引については特

例処理を採用しております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

借入金に対して金利スワップ取引を実施 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

金利変動リスクを回避する目的で行われる金利ス

ワップ取引については、キャッシュ・フローを固定

化するために、実需に伴う取引に限定して実施し、

取引の残高状況を把握し管理しております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ取引については、元本・利率・期間

等の条件が同一で特例処理の要件を充たしているた

め有効性の評価を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

② 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

② 連結納税制度の適用 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については全面時価

評価法を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、対象となる連結子会社毎に

５年及び10年間の定額法により償却を行っておりま

す。  

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

これによる損益へ与える影響は軽微であります。 

  

―――――― 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結上必要

な修正を行っております。 

これによる損益へ与える影響は軽微であります。  

  



表示方法の変更

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

8,989百万円、99百万円、2,038百万円であります。 

―――――― 

―――――― （連結損益計算書） 

前連結会計年度まで営業外収益「その他」に含まれて

おりました「受取補償金」は、金額的重要性が増したた

め、当連結会計年度において区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「受取補償金」は1百万円であります。 

連結財務諸表の注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 ※１ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 68  百万円 投資有価証券（株式）  24 百万円



  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの 

給料諸手当 14,564百万円 

減価償却費 1,349百万円 

給料諸手当 13,574百万円 

減価償却費 1,085百万円 

※２ 引当金繰入額の内訳 ※２ 引当金繰入額の内訳 

  単位：百万円

区分   
販売費及び

一般管理費 
  売上原価   計 

賞与引当金繰

入額 
   83    59    143

退職給付費用    721    74    796

貸倒引当金繰

入額 
   201    －    201

  単位：百万円

区分  
販売費及び

一般管理費
  売上原価   計 

賞与引当金繰

入額 
   45    46    91

退職給付費用   745    72    818

貸倒引当金繰

入額 
   38    －    38

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 ※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 

1,922百万円 1,826百万円 

※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

建物及び構築物  8

機械装置及び運搬具   7

工具、器具及び備品  1

合計  17

  百万円

機械装置及び運搬具  2

工具、器具及び備品  1

合計  4

※５ 事業再編損は事業再編にかかる特別退職金等であり

その主な内訳は次のとおりであります。 

  

   百万円

SATO LABELLING SOLUTIONS 

EUROPE GmbH 
 123

SATO UK LTD.  17

SATO IBERIA S.A.U.  9

合計  150

※５ 事業再編損は事業再編にかかる特別退職金等であり

その主な内訳は次のとおりであります。 

  

   百万円

SATO LABELLING SOLUTIONS 

EUROPE GmbH 
 161

SATO INTERNATIONAL EUROPE 

N.V. 
 53

SATO IBERIA S.A.U.  36

その他  10

合計  261

※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

機械装置及び運搬具  19

工具、器具及び備品   6

建物及び構築物  3

合計  29

  百万円

工具、器具及び備品  18

建物及び構築物  1

機械装置及び運搬具  1

合計  22

※７ 前期損益修正損は在外子会社における過年度売上修

正等であります。 

 ７        ―――――― 

 ８        ―――――― ※８ 前期損益修正益は在外子会社における過年度売上原

価修正等であります。 



  

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

※９ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※９ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

機械装置及び運搬具  3

土地   2

建物及び構築物  0

合計  6

  百万円

機械装置及び運搬具  6

工具、器具及び備品  3

合計  9

※10 減損損失 

当社及び連結子会社は、当連結会計年度において、

以下の有形固定資産及び無形固定資産について帳簿価

額を回収可能額まで減額し、減損損失（295百万円）

を計上しております。 

（1）減損損失を認識した資産 

（2）減損損失に至った経緯 

① 電話加入権 

当社の事業の用に供していない電話加入権につ

いて、時価が著しく下落したことから減損損失を

認識しております。 

② 建物 

当社の連結子会社であるSATO IBERIA S.A.U.に

おいて、営業活動による収益性の低下が認められ

ることから、減損損失を認識しております。 

③ のれん 

過年度においてバーコード関連事業等を譲り受

けた際に計上したのれんについて、当社の連結子

会社であるSATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE 

GmbH、SATO IBERIA S.A.U.及びSATO NEW ZEALAND 

LTD.において、営業活動による収益性の低下が認

められることから、減損損失を認識しておりま

す。  

（3）減損損失の金額 

（4）回収可能価額の算定方法 

電話加入権の回収可能価額は正味売却価額と

して算定しております。建物及びのれんの回収

可能価額は使用価値とし、将来キャッシュ・フ

ローの見積りに当たっては割引率10.2%等を採用

しております。  

 用途  種類  場所 

 遊休資産  電話加入権  東京都渋谷区 

 事業用資産  建物  スペイン 

 －  のれん  ドイツ 

 －  のれん  スペイン 

 －  のれん  ニュージーランド

  百万円

電話加入権  2

建物  122

のれん  171

合計           295

※10 減損損失 

当社及び連結子会社は、当連結会計年度において、

以下の有形固定資産及び無形固定資産について帳簿価

額を回収可能額まで減額し、減損損失（ 百万円）を

計上しております。 

（1）減損損失を認識した資産 

（2）減損損失に至った経緯 

① 建物及び構築物、工具器具及び備品 

当社の恵比寿地区賃貸事務所における建物附属

設備、工具器具及び備品について、事務所統合に

伴う移転が決定されたことから、減損損失を認識

しております。 

② のれん 

過年度においてバーコード関連事業等を譲り受

けた際に計上したのれんについて、当社の連結子

会社であるSATO INTERNATIONAL PTE. LTD.におい

て、清算手続を開始したことから、減損損失を認

識しております。 

（3）減損損失の金額 

46

 用途  種類  場所 

 事務所 
 建物及び構築物、

工具器具及び備品 
 東京都渋谷区 

 －  のれん  シンガポール 

  百万円

建物及び構築物  17

工具器具及び備品  2

のれん  26

合計       46



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加501千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加500千株、

単元未満株式の買取りによる増加1千株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  32,001  －  －  32,001

合計  32,001  －  －  32,001

自己株式         

普通株式 （注）１  1,387  501  －  1,889

合計  1,387  501  －  1,889

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションと

しての新株予約権 
－  －  －  －  －  93

合計 －  －  －  －  －  93

  
（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 

平成20年５月15日 

取締役会 
普通株式  520  17 平成20年３月31日 平成20年６月23日 

平成20年11月14日 

取締役会 
普通株式  489  16 平成20年９月30日 平成20年12月10日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月19日

定時株主総会 
普通株式  511 利益剰余金  17 平成21年３月31日 平成21年６月22日



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  32,001  －  －  32,001

合計  32,001  －  －  32,001

自己株式         

普通株式 （注）１  1,889  0  －  1,889

合計  1,889  0  －  1,889

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションと

しての新株予約権 
－  －  －  －  －  89

合計 －  －  －  －  －  89

  
（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 

平成21年６月19日 

定時株主総会 
普通株式  511  17 平成21年３月31日 平成21年６月22日 

平成21年11月12日 

取締役会 
普通株式  481  16 平成21年９月30日 平成21年12月11日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月18日

定時株主総会 
普通株式  511 利益剰余金  17 平成22年３月31日 平成22年６月21日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

  （百万円）

現金及び預金勘定 10,726

有価証券勘定 88

現金及び現金同等物 10,814

  （百万円）

現金及び預金勘定 13,584

有価証券勘定 189

現金及び現金同等物 13,774

  ２ 重要な非資金取引の内容 

     当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

582百万円である。  

  ２ 重要な非資金取引の内容 

     当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

百万円である。  904

  ※３ 株式の追加取得により新たに連結子会社となった会

社の資産及び負債の主な内訳 

株式の追加取得により新たに株式会社イン・アウト

を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内

訳並びに同社株式の取得価額と取得のための支出（純

額）との関係は次のとおりであります。 

    （百万円）

流動資産 368

固定資産 17

のれん 52

流動負債 △54

同社株式の当連結会計年度より前の

既取得分 
△56

同社株式の追加取得価額 328

上記のうち未払金額 △281

同社の現金及び現金同等物 △10

差引：同社追加取得のための支出 36



有価証券の時価等 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

   

２ 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

種類 

前連結会計年度（平成21年３月31日） 当連結会計年度（平成22年３月31日） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えるも

の 

(1)株式  8  24  16  8  16  8

(2)債券                                    

国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

社債  －  －  －  100  101  1

(3)その他  －  －  －  －  －  －

小計  8  24  16  108  118  10

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えない

もの 

(1)株式  1  1  △0  －  －  －

(2)債券                                    

国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

社債  100  98  △1  －  －  －

(3)その他  －  －  －  －  －  －

小計  101  99  △1  －  －  －

合計  109  124  14  108  118  10

前連結会計年度 
（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

売却額（百万円） 
売却益の合計 
（百万円） 

売却損の合計 
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計 
（百万円） 

売却損の合計 
（百万円） 

 －  －  －  2  1  －

  

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

その他有価証券            

非上場株式  29  30

ＭＭＦ  88  189

その他  109  105

   227  325



４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

  

前連結会計年度（平成21年３月31日）  当連結会計年度（平成22年３月31日）  

１年以内 
（百万円） 

１年超 
５年以内 

（百万円）

５年超 
10年以内 

（百万円）

10年超 
（百万円）

１年以内 
（百万円）

１年超 
５年以内 

（百万円） 

５年超 
10年以内 

（百万円） 

10年超 
（百万円）

１．債券                 

(1）国債・地方債等  －  －  －  －  －  －  －  －

(2）社債  －  －  100  －  －  －  100  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －  －  －

２．その他  －  －  －  －  －  －  －  －

合計  －  －  100  －  －  －  100  －



 前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費  34百万円 

 ２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

  （注）株式数に換算して記載しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

（ストック・オプション等関係）

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

付与対象者の区分及び人数 当社使用人 1,427名 当社使用人６名、子会社使用人42名

株式の種類別のストック・オプションの付

与数（注） 
普通株式 285,400株 普通株式 94,000株 

付与日 平成19年４月２日 平成19年５月15日 

権利確定条件 

付与日（平成19年４月２日）以降、

権利確定日（平成21年３月16日）ま

で継続して勤務していること。 

付与日（平成19年５月15日）以降、

権利確定日（平成20年５月15日）ま

で継続して勤務していること。 

対象勤務期間 
自 平成19年４月２日 

至 平成21年３月16日 

自 平成19年５月15日 

至 平成20年５月15日 

権利行使期間 
自 平成21年３月17日 

至 平成24年３月16日 

自 平成20年５月16日 

至 平成23年５月15日 

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

権利確定前      （株）            

前連結会計年度末  265,600  82,000

付与  －  －

失効  8,600  1,000

権利確定  257,000  81,000

未確定残  －  －

権利確定後      （株）            

前連結会計年度末  －  －

権利確定  257,000  81,000

権利行使  －  －

失効  2,000  8,000

未行使残  255,000  73,000



② 単価情報 

 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

   当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。 

   

 ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

   基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

  ます。 

 当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 １．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

  （注）株式数に換算して記載しております。 

  

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

権利行使価格      （円）  2,474  2,476

行使時平均株価     （円）  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  304  218

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

付与対象者の区分及び人数 当社使用人 1,427名 当社使用人６名、子会社使用人42名

株式の種類別のストック・オプションの付

与数（注） 
普通株式 285,400株 普通株式 94,000株 

付与日 平成19年４月２日 平成19年５月15日 

権利確定条件 

付与日（平成19年４月２日）以降、

権利確定日（平成21年３月16日）ま

で継続して勤務していること。 

付与日（平成19年５月15日）以降、

権利確定日（平成20年５月15日）ま

で継続して勤務していること。 

対象勤務期間 
自 平成19年４月２日 

至 平成21年３月16日 

自 平成19年５月15日 

至 平成20年５月15日 

権利行使期間 
自 平成21年３月17日 

至 平成24年３月16日 

自 平成20年５月16日 

至 平成23年５月15日 



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

 ２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

   当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。 

   

 ３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

   基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

  ます。 

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

権利確定前      （株）            

前連結会計年度末  －  －

付与  －  －

失効  －  －

権利確定  －  －

未確定残  －  －

権利確定後      （株）            

前連結会計年度末  255,000  73,000

権利確定  255,000  73,000

権利行使  －  －

失効  8,200  5,000

未行使残  246,800  68,000

  
平成19年３月16日 

発行決議分 
平成19年４月27日 

発行決議分 

権利行使価格      （円）  2,474  2,476

行使時平均株価     （円）  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  304  218



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（注）１. 事業区分は製品の種類によりメカトロ製品事業とサプライ製品事業に区分しており、主な製品は以下の 

 とおりであります。 

 ① メカトロ製品事業……電子プリンタ、ハンドラベラー 

 ② サプライ製品事業……電子プリンタ用ラベル・タグ、ハンドラベラー用ラベル、ICタグ・ラベル、 

             シール、チケット、リボン、MCカード  

２. 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、 百万円であ

り、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産でありま

す。 

３．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額を含んでおります。  

４．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（１）③に記載のとおり、当連結会計年度よ

り「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用して

おります。 

これにより従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用はメカトロ製品事業が93百

万円増加、サプライ製品事業が9百万円増加しております。その結果、メカトロ製品事業の営業損失は93

百万円増加し、サプライ製品事業の営業利益は9百万円減少しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
メカトロ製品
事業（百万
円） 

サプライ製品
事業（百万
円） 

計（百万円） 
消去又は全社
（百万円） 

連結（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益           

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  31,325  46,837  78,163 （－）  78,163

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  － （－）  －

計  31,325  46,837  78,163 （－）  78,163

営業費用  31,407  46,026  77,433 （－）  77,433

営業利益又は営

業損失(△) 
 △81  811  730 （－）  730

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出 
          

資産  26,703  28,051  54,755 6,937  61,692

減価償却費  1,095  1,524  2,620 （－）  2,620

減損損失  164  131  295 （－）  295

資本的支出  1,105  1,271  2,376 （－）  2,376

6,937



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）１. 事業区分は製品の種類によりメカトロ製品事業とサプライ製品事業に区分しており、主な製品は以下の 

 とおりであります。 

 ① メカトロ製品事業……電子プリンタ、ハンドラベラー 

 ② サプライ製品事業……電子プリンタ用ラベル・タグ、ハンドラベラー用ラベル、ICタグ・ラベル、 

             シール、チケット、リボン、MCカード  

２. 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、 百万円であ

り、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産及び投資不

動産であります。 

３．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額を含んでおります。 

  

  
メカトロ製品
事業（百万
円） 

サプライ製品
事業（百万
円） 

計（百万円） 
消去又は全社
（百万円） 

連結（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益           

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  28,363  46,553  74,917 （－）  74,917

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  － （－）  －

計  28,363  46,553  74,917 （－）  74,917

営業費用  27,520  44,822  72,342 （－）  72,342

営業利益  843  1,730  2,574 （－）  2,574

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出 
          

資産  24,957  29,491  54,449 9,754  64,203

減価償却費  1,014  1,397  2,411 6  2,418

減損損失  20  26  46 （－）  46

資本的支出  569  1,628  2,197 195  2,392

9,754



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米 ………… 米国 

(2) 欧州 ………… ドイツ、イギリス、ポーランド、ベルギー、フランス、スペイン、スウェーデン 

(3) アジア・オセアニア ……… マレーシア、シンガポール、タイ、中国、ベトナム、オーストラリア、 

                               ニュージーランド     

     ３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額はありません。 

４．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（１）③に記載のとおり、当連結会計年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しており

ます。 

これにより従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は日本が66百万円増加、欧州

が10百万円増加、アジア・オセアニアが24百万円増加し、日本の営業利益が66百万円減少、欧州の営業損

失が10百万円増加、アジア・オセアニアの営業損失が24百万円増加しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本（百万

円） 
北米（百万

円） 
欧州（百万

円） 

アジアオセア

ニア（百万

円） 
計（百万円） 

消去又は全社

（百万円） 
連結（百万

円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益               

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  57,185 7,489 8,459 5,028  78,163  － 78,163

(2)セグメント間の内部売上高  1,793 54 284 6,761  8,893 (8,893) －

計  58,978 7,544 8,744 11,790  87,057 (8,893) 78,163

営業費用  56,093 7,268 10,303 12,307  85,974 (8,540) 77,433

営業利益又は営業損失

（△） 
 2,885 275 △1,559 △517  1,083 △353 730

Ⅱ．資産  69,818 6,998 6,237 29,255  112,309 (50,616) 61,692



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米 ………… 米国 

(2) 欧州 ………… ドイツ、イギリス、ポーランド、ベルギー、フランス、スペイン、スウェーデン 

(3) アジア・オセアニア ……… マレーシア、シンガポール、タイ、中国、ベトナム、オーストラリア、 

                               ニュージーランド     

     ３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額はありません。 

  

  
日本（百万

円） 
北米（百万

円） 
欧州（百万

円） 

アジアオセア

ニア（百万

円） 
計（百万円） 

消去又は全社

（百万円） 
連結（百万

円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益               

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  56,819 6,114 6,875 5,107  74,917  － 74,917

(2)セグメント間の内部売上高  2,669 87 209 5,120  8,087 (8,087) －

計  59,488 6,202 7,085 10,227  83,004 (8,087) 74,917

営業費用  56,468 5,971 7,640 10,318  80,399 (8,056) 72,342

営業利益又は営業損失

（△） 
 3,020 231 △555 △90  2,605 (31) 2,574

Ⅱ．資産  68,847 6,324 4,732 15,285  95,189 (30,985) 64,203



 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1） 北米 ……… 米国、カナダ 

(2） 欧州 ……… ドイツ、イギリス、フランス、イタリア他 

(3） アジア他 … マレーシア、シンガポール、タイ、中国、オーストラリア他 

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ります。 

  

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1） 北米 ……… 米国、カナダ 

(2） 欧州 ……… ドイツ、イギリス、フランス、イタリア他 

(3） アジア他 … マレーシア、シンガポール、タイ、中国、オーストラリア他 

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ります。 

  

ｃ．海外売上高

    北米 欧州 アジア他 計 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

Ⅰ．海外売上高 

（百万円） 
 7,489  8,459  5,028  20,978

Ⅱ．連結売上高 

（百万円） 
 －  －  －  78,163

Ⅲ．海外売上高の連

結売上高に占め

る割合（％） 

 9.6  10.8  6.4  26.8

    北米 欧州 アジア他 計 

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

Ⅰ．海外売上高 

（百万円） 
 6,114  6,875  5,107  18,097

Ⅱ．連結売上高 

（百万円） 
 －  －  －  74,917

Ⅲ．海外売上高の連

結売上高に占め

る割合（％） 

 8.2  9.2  6.8  24.2



  前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

      金額的重要性がないため、記載を省略しております。  

 （追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用して

おります。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

      金額的重要性がないため、記載を省略しております。 

  

（関連当事者情報）



 （注）１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,189.50円 

１株当たり当期純利益金額 67.40円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

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おりません。 

１株当たり純資産額 1,191.84円 

１株当たり当期純利益金額 25.95円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

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おりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  2,050  781

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  2,050  781

期中平均株式数（千株）  30,421  30,111

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権方式によるストックオプ

ション（新株予約権の数3,280個） 

新株予約権方式によるストックオプ

ション（新株予約権の数 個） 3,148

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円）  35,918  35,985

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
 99  97

 （うち新株予約権）  (93)  (89)

 （うち少数株主持分）  (6)  (7)

普通株式に係る期末の純資産額 

（百万円） 
 35,818  35,887

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株） 
 30,111  30,111



（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（子会社の解散） 

当社は、平成21年４月３日開催の取締役会において、

当社の子会社であるSATO INTERNATIONAL PTE.LTD.を解

散することを決議いたしました。 

（1）解散の理由 

当該子会社は、当社事業の柱でありますDCS ＆ 

Labelingを世界展開していくことを目的に平成13

年２月に設立され、積極的に海外展開を行うとと

もに海外販売統括会社としてグローバル化の中心

的な役割を担ってまいりました。しかしながら、

収益体質の確立に向けた懸命の努力にも拘わら

ず、海外事業において多額の赤字が累積される結

果となりました。これは、従来の国内と海外を切

り分けた運営体制の限界を示していると認識し、

国内・海外を問わず、グループのオペレーション

体制を見直して早期に現場組織の活性化と収益体

質の確立を図るべく、同社を解散することといた

しました。 

（2）当該子会社の名称、事業内容、持分比率等 

名称：SATO INTERNATIONAL PTE.LTD. 

事業内容：海外事業の統括 

持分比率：100% 

（3）解散の時期 

平成21年10月より清算手続を開始し、平成22年３

月末までに清算予定であります。 

（4）当該子会社の状況、負債総額 

（平成21年３月31日現在） 

資本金：259百万S$（16,772百万円） 

負債総額：209百万S$（13,514百万円） 

（5）当該解散による会社の損失見込額 

当該解散による損失見込額は当連結会計年度ま

での損益に反映されており、今後における当社の

業績への影響は軽微であると見込んでおります。 

（6）当該解散が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

売上が当社グループ内の取引であるため、軽微で

あります。 

―――――― 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,475 9,088

受取手形 2,984 3,172

売掛金 ※2  9,315 ※2  11,308

商品及び製品 3,200 3,420

仕掛品 50 53

原材料 298 286

前払費用 343 357

短期貸付金 ※2  2,864 ※2  921

未収入金 1,154 895

繰延税金資産 75 1,841

その他 95 143

貸倒引当金 △24 △18

流動資産合計 27,834 31,470

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,824 7,820

減価償却累計額 △4,090 △4,344

建物（純額） 3,733 3,476

構築物 309 309

減価償却累計額 △266 △273

構築物（純額） 42 35

機械及び装置 7,158 7,622

減価償却累計額 △4,745 △5,070

機械及び装置（純額） 2,412 2,552

車両運搬具 30 28

減価償却累計額 △28 △27

車両運搬具（純額） 2 1

工具、器具及び備品 2,372 2,427

減価償却累計額 △1,932 △2,074

工具、器具及び備品（純額） 440 352

土地 5,328 5,031

建設仮勘定 462 736

有形固定資産合計 12,422 12,185

無形固定資産   

ソフトウエア 746 709

のれん 8 －

ソフトウエア仮勘定 51 168

その他 42 41

無形固定資産合計 849 919



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 262 253

関係会社株式 8,929 15,077

出資金 1 1

関係会社出資金 1,365 1,532

長期貸付金 295 513

従業員に対する長期貸付金 0 －

関係会社長期貸付金 261 1,221

破産更生債権等 74 53

長期前払費用 46 36

長期未収入金 70 26

差入保証金 726 711

投資不動産 － 839

繰延税金資産 4,909 3,300

その他 819 673

貸倒引当金 △94 △72

投資その他の資産合計 17,666 24,168

固定資産合計 30,937 37,273

資産合計 58,772 68,743

負債の部   

流動負債   

支払手形 904 906

買掛金 2,213 ※2  3,667

短期借入金 3,000 3,000

リース債務 74 194

未払金 9,858 ※2  16,433

未払法人税等 110 527

未払消費税等 85 107

預り金 ※2  2,595 ※2  2,985

役員賞与引当金 － 35

製品保証引当金 15 15

その他 93 67

流動負債合計 18,949 27,940

固定負債   

長期借入金 2,000 2,000

リース債務 421 1,102

退職給付引当金 823 889

役員退職長期未払金 245 244

預り保証金 49 125

その他 － 96

固定負債合計 3,540 4,458

負債合計 22,489 32,399



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,331 6,331

資本剰余金   

資本準備金 5,789 5,789

その他資本剰余金 9 9

資本剰余金合計 5,799 5,799

利益剰余金   

利益準備金 474 474

その他利益剰余金   

任意積立金 27,325 27,325

繰越利益剰余金 △292 △223

利益剰余金合計 27,507 27,576

自己株式 △3,457 △3,457

株主資本合計 36,180 36,248

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 5

評価・換算差額等合計 8 5

新株予約権 93 89

純資産合計 36,282 36,344

負債純資産合計 58,772 68,743



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 49,039 49,079

商品売上高 7,056 7,278

売上高合計 56,096 56,357

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 3,104 2,911

当期製品製造原価 23,560 23,085

当期製品仕入高 4,888 4,574

合計 31,553 30,571

他勘定振替高 ※1  219 ※1  220

製品期末たな卸高 2,911 3,188

製品売上原価 28,421 27,161

商品売上原価   

商品期首たな卸高 164 145

当期商品仕入高 5,458 7,385

合計 5,622 7,530

商品期末たな卸高 145 97

商品売上原価 5,477 7,433

売上原価合計 33,898 34,595

売上総利益 22,197 21,762

販売費及び一般管理費   

販売手数料・促進費 268 286

運賃及び荷造費 928 984

広告宣伝費 351 256

役員報酬 387 360

給料及び手当 8,566 8,210

退職給付費用 658 627

役員賞与引当金繰入額 － 35

福利厚生費 1,394 1,388

旅費及び交通費 629 580

通信費 295 305

減価償却費 823 710

賃借料 437 430

研究開発費 ※2  1,925 ※2  1,828

諸手数料 1,816 2,122

その他 1,900 1,627

販売費及び一般管理費合計 20,384 19,753

営業利益 1,813 2,008



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 ※3  75 ※3  99

受取配当金 ※3  43 1

受取手数料 69 53

受取賃貸料 ※3  84 ※3  166

その他 21 45

営業外収益合計 295 366

営業外費用   

支払利息 67 83

投資有価証券評価損 20 －

為替差損 6 269

売上割引 18 18

貸与資産減価償却費 ※3  52 ※3  120

その他 17 46

営業外費用合計 183 538

経常利益 1,925 1,837

特別利益   

固定資産売却益 ※4  14 －

投資有価証券売却益 － 1

償却債権取立益 － 5

新株予約権戻入益 － 3

その他 1 －

特別利益合計 16 10

特別損失   

固定資産売却損 ※5  6 ※5  6

固定資産除却損 ※6  26 ※6  10

減損損失 2 ※7  20

関係会社株式評価損 10,864 170

その他 1 9

特別損失合計 10,901 216

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △8,959 1,631

法人税、住民税及び事業税 732 723

法人税等調整額 △4,302 △155

法人税等合計 △3,570 568

当期純利益又は当期純損失（△） △5,389 1,062



  

製造原価明細書

    
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

１．材料費    20,155  85.5  19,736  85.5

２．外注加工費    61  0.3  66  0.3

３．労務費 ※２  1,296  5.5  1,253  5.4

４．経費 ※３  2,059  8.7  2,037  8.8

当期総製造費用    23,571  100.0  23,093  100.0

期首半製品・仕掛品た 
な卸高 

   203    193   

他勘定振替高 ※４  20    14   

期末半製品・仕掛品た 
な卸高 

   193    187   

当期製品製造原価    23,560    23,085   

            

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

１ 原価計算の方法 １ 原価計算の方法 

 当社の原価計算は、工程別組別総合原価計算を実
施しており、期中は、予定原価を用い、原価差額を
月末において調整しております。 

 当社の原価計算は、工程別組別総合原価計算を実
施しており、期中は、予定原価を用い、原価差額を
月末において調整しております。 

※２ 退職給付費用74百万円が含まれております。 ※２ 退職給付費用 百万円が含まれております。 72

※３ 減価償却費737百万円が含まれております。 ※３ 減価償却費 百万円が含まれております。 785

※４ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。 ※４ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 7百万円

工具、器具及び備品 4  

未収入金 7  

その他 1  

合計 20  

販売費及び一般管理費 5百万円

工具、器具及び備品 4  

その他 4  

合計 14  



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,331 6,331

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,331 6,331

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,789 5,789

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,789 5,789

その他資本剰余金   

前期末残高 9 9

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9 9

資本剰余金合計   

前期末残高 5,799 5,799

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,799 5,799

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 474 474

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 474 474

その他利益剰余金   

任意積立金   

前期末残高 27,325 27,325

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 27,325 27,325

繰越利益剰余金   

前期末残高 6,107 △292

当期変動額   

剰余金の配当 △1,010 △993

当期純利益又は当期純損失（△） △5,389 1,062

当期変動額合計 △6,399 69

当期末残高 △292 △223



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 33,907 27,507

当期変動額   

剰余金の配当 △1,010 △993

当期純利益又は当期純損失（△） △5,389 1,062

当期変動額合計 △6,399 69

当期末残高 27,507 27,576

自己株式   

前期末残高 △2,953 △3,457

当期変動額   

自己株式の取得 △503 △0

当期変動額合計 △503 △0

当期末残高 △3,457 △3,457

株主資本合計   

前期末残高 43,084 36,180

当期変動額   

剰余金の配当 △1,010 △993

当期純利益又は当期純損失（△） △5,389 1,062

自己株式の取得 △503 △0

当期変動額合計 △6,903 68

当期末残高 36,180 36,248

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5 8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △2

当期変動額合計 3 △2

当期末残高 8 5

新株予約権   

前期末残高 58 93

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 34 △3

当期変動額合計 34 △3

当期末残高 93 89

純資産合計   

前期末残高 43,148 36,282

当期変動額   

剰余金の配当 △1,010 △993

当期純利益又は当期純損失（△） △5,389 1,062

自己株式の取得 △503 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 37 △6

当期変動額合計 △6,865 61

当期末残高 36,282 36,344



 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式について

は、移動平均法による原価法によってお

ります。 

その他有価証券のうち時価のあるもの

については期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）によっており、時価のないもの

については、移動平均法による原価法に

よっております。 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法  

時価法  

  

同左   

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品及び製品、原材料及び仕掛品について

は総平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。 

商品及び製品、原材料及び仕掛品について

は総平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。 

  （会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。 

 これにより、営業利益は66百万円減少

し、経常利益は4百万円減少し、税引前

当期純損失は4百万円増加しておりま

す。  

  

４．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物         12～50年 

機械及び装置     ７～10年 

有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 



  

項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

  リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産  

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。  

リース資産 

同左 

  長期前払費用 

定額法によっております。 

長期前払費用 

同左 

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 役員賞与引当金 

 役員及び執行役員に対する賞与の支払

に備えるため、支給見込額を計上してお

ります。 

(2) 役員賞与引当金 

同左  

  (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務見込額に

基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異については、

発生年度の翌期より平均残存勤務期間以

内の一定年数（６年）による定額法によ

り処理することとしております。 

 また、過去勤務債務については、発生

年度より平均残存勤務期間以内の一定年

数（６年）による定額法により処理して

おります。 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務見込額に

基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異については、

発生年度の翌期より平均残存勤務期間以

内の一定年数（６年）による定額法によ

り処理することとしております。 

 また、過去勤務債務については、発生

年度より平均残存勤務期間以内の一定年

数（６年）による定額法により処理して

おります。 

    （会計方針の変更） 

 当事業年度より、「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正（その３）」（企

業会計基準第19号 平成20年７月31日）

を適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響はあ

りません。  

  (4) 製品保証引当金 

 販売製品のアフターサービス費用の支

出に備えるため、保証期間内のサービス

費用の発生見込額を、過去の実績に基づ

き計上しております。  

(4) 製品保証引当金 

同左 



  

   

項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

等為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

同左 

７．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替変動リスクのヘッジについて

振当処理の要件を充たしている場合には

振当処理を、特例処理の要件を充たす金

利スワップ取引ついては特例処理を採用

しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象  

ヘッジ手段・・為替予約取引、金利ス

ワップ取引 

ヘッジ対象・・外貨建金銭債権債務に

対して為替予約取引を

実施、借入金に対して

金利スワップ取引を実

施 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象  

同左 

  (3) ヘッジ方針 

外貨建金銭債権債務の決済時における

為替相場変動リスクを回避する目的で行

われる為替予約取引及び金利変動リスク

を回避する目的で行われる金利スワップ

取引については、キャッシュ・フローを

固定化するために、実需に伴う取引に限

定して実施し、取引の残高状況を把握し

管理しております。 

(3) ヘッジ方針 

同左  

  (4) ヘッジの有効性評価の方法  

為替予約については、ヘッジに高い有

効性があるとみなされるため有効性の評

価は省略しております。また、金利スワ

ップ取引については、元本・利率・期間

等の条件が同一で特例処理の要件を充た

しているため有効性の評価を省略してお

ります。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項  

(1) 消費税等の会計処理の方法 

 税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理の方法 

同左 

 (2) 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

 (2) 連結納税制度の適用 

同左 



会計処理方法の変更

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

これによる損益へ与える影響は軽微であります。  

―――――― 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（損益計算書） 

１．前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「投資有価証券評価損」は、当事業

年度において金額的重要性が増したため区分掲記して

おります。 

  なお、前事業年度の「その他」に含まれている「投

資有価証券評価損」は、9百万円であります。  

―――――― 

２．前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「貸与資産減価償却費」は、当事業

年度において金額的重要性が増したため区分掲記して

おります。 

  なお、前事業年度の「その他」に含まれている「貸

与資産減価償却費」は、26百万円であります。  

  



  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

１ 保証債務 

（1）関係会社の銀行借入金に対して保証を行っており

ます。 

１ 保証債務 

（1）関係会社の銀行借入金に対して保証を行っており

ます。 

  

（被保証者） （金額） 

SATO SHANGHAI 

CO.,LTD. 
(4,000 千米ドル) 392 百万円

SATO IBERIA  

S.A.U. 
(693 千ユーロ) 90 百万円

SATO UK LTD. (346 千ポンド) 48 百万円

SATO  

INTERNATIONAL  

EUROPE N.V. 

(362 千ユーロ) 47 百万円

SATO ASIA 

PACIFIC PTE. 

LTD. 

(524 
千シンガポ

ールドル) 
33 百万円

SATO AUSTRALIA  

PTY LTD. 
(336 

千オースト

ラリアドル) 
22 百万円

SATO LABELLING  

SOLUTIONS  

EUROPE GmbH 

(53 千ユーロ) 6 百万円

SATO MALAYSIA 

ELECTRONICS 

MANUFACTURING 

SDN.BHD. 

(250 

 

千マレーシ
アリンギッ
ト) 

6 百万円

合計     648 百万円

  

（被保証者） （金額） 

SATO SHANGHAI 

CO.,LTD. 
(  3,500 千米ドル) 325 百万円

SATO IBERIA  

S.A.U. 
(  1,086 千ユーロ) 135 百万円

SATO UK LTD. (  589 千ポンド) 82 百万円

SATO  

INTERNATIONAL  

EUROPE N.V. 

(  260 千ユーロ) 32 百万円

SATO ASIA 

PACIFIC PTE. 

LTD. 

(  524
千シンガポ

ールドル) 
34 百万円

SATO AUSTRALIA  

PTY LTD. 
(  336

千オースト

ラリアドル) 
28 百万円

SATO LABELLING  

SOLUTIONS  

EUROPE GmbH 

(  53 千ユーロ) 6 百万円

SATO MALAYSIA 

ELECTRONICS 

MANUFACTURING 

SDN.BHD. 

(  225

  
千マレーシ
アリンギッ
ト) 

6 百万円

合計     653 百万円

（2）関係会社の退職給付債務に対する保証 （2）関係会社の退職給付債務に対する保証 

（被保証者） （金額） 

SATO UK LTD. (7,700 千ポンド) 1,081 百万円

合計     1,081 百万円

（被保証者） （金額） 

SATO UK LTD. (  7,700 千ポンド) 1,081 百万円

合計     1,081 百万円

※２ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。 

※２ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。 

  百万円

(1)売掛金  674

(2)短期貸付金   2,864

(3)預り金  2,488

       

  百万円

(1)売掛金  1,600

(2)短期貸付金   921

(3)買掛金  933

(4)未払金  6,216

(5)預り金  2,908



（損益計算書関係）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

※１ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。

  百万円

販売費及び一般管理費  164

製造費用  16

未収入金  37

その他  1

合計  219

  百万円

販売費及び一般管理費  182

製造費用  19

未収入金  16

その他  3

合計  220

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額 ※２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額 

  1,925百万円 

      

  1,828百万円 

      

※３ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。 

※３ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。 

  百万円

受取利息  60

受取配当金  40

受取賃貸料   71

貸与資産減価償却費   52

  百万円

受取利息  87

受取賃貸料   132

貸与資産減価償却費   113

 ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。   ４        ―――――― 

  百万円

建物  8

機械及び装置  6

合計  14

  

 ※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。  ※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

土地  2

機械及び装置  3

合計  6

  百万円

工具、器具及び備品  0

機械及び装置  5

合計  6

 ※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

建物  3

工具、器具及び備品  3

機械及び装置  19

その他   0

合計  26

 ※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

建物  1

工具、器具及び備品  3

機械及び装置  4

その他   0

合計  10

 ７        ―――――― ※７ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

 恵比寿地区賃貸事務所における建物附属設備、工具

器具及び備品について、事務所統合に伴う移転が決定

されたことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（20百万円）として特別損

失に計上しました。 

 なお、建物附属設備、工具器具及び備品の回収可能

価額は使用価値としております。  

 用途  種類  場所 

 事務所 
 建物、工具器具及

び備品 
 東京都渋谷区 



前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）  普通株式の自己株式の株式数の増加501千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加500千株、単元

未満株式の買取りによる増加1千株であります。 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）  普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式 （注）  1,387  501  －  1,889

合計  1,387  501  －  1,889

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式 （注）  1,889  0  －  1,889

合計  1,889  0  －  1,889



前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び 当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年

３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

(1)流動の部 

 繰延税金資産 

(1)流動の部 

 繰延税金資産 

未払事業税等 17百万円 

試験研究費 15百万円 

その他 43百万円 

繰延税金資産合計 75百万円 

未払事業税等 50百万円 

前払費用 21百万円 

関係会社株式評価損 1,715百万円 

その他 53百万円 

繰延税金資産合計 1,841百万円 

(2)固定の部 

 繰延税金資産 

(2)固定の部 

 繰延税金資産 

退職給付引当金 333百万円 

役員退職長期未払金 99百万円 

関係会社株式評価損 4,400百万円 

減価償却超過額 55百万円 

その他 75百万円 

繰延税金資産小計 4,964百万円 

評価性引当額 △49百万円 

繰延税金資産合計 4,915百万円 

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金 △5百万円 

繰延税金資産純額 4,909百万円 

退職給付引当金 360百万円 

役員退職長期未払金 99百万円 

関係会社株式評価損 2,753百万円 

減価償却超過額 69百万円 

その他 20百万円 

繰延税金資産合計 3,304百万円 

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金 △4百万円 

繰延税金資産純額 3,300百万円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため、注記を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  (%)

法定実効税率 40.5

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 

1.6

住民税均等割 3.7

試験研究費税額控除 △9.5

その他 △1.4

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 

34.9



 （注）１. １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額のの算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

 （注）２. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,201.82円 

１株当たり当期純損失金額 177.16円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

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おりません。 

１株当たり純資産額 1,204.02円 

１株当たり当期純利益金額 35.29円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

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おりません。 

  
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益又は当期純損失（△） 

（百万円） 
 △5,389  1,062

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（百万円） 
 △5,389  1,062

期中平均株式数（千株）  30,421  30,111

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 新株予約権方式によるストックオ

プション（新株予約権の数3,280個）

 新株予約権方式によるストックオ

プション（新株予約権の数 個）3,148

  
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円）  36,282  36,344

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
 93  89

 （うち新株予約権）  (93)  (89)

普通株式に係る期末の純資産額 

（百万円） 
 36,189  36,254

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株） 
 30,111  30,111



（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（子会社の解散） 

当社は、平成21年４月３日開催の取締役会において、

当社の子会社であるSATO INTERNATIONAL PTE.LTD.を解

散することを決議いたしました。 

（1）解散の理由 

当該子会社は、当社事業の柱であります

DCS&Labelingを世界展開していくことを目的に平

成13年２月に設立され、積極的に海外展開を行う

とともに海外販売統括会社としてグローバル化の

中心的な役割を担ってまいりました。しかしなが

ら、収益体質の確立に向けた懸命の努力にも拘わ

らず、海外事業において多額の赤字が累積される

結果となりました。これは、従来の国内と海外を

切り分けた運営体制の限界を示していると認識

し、国内・海外を問わず、グループのオペレーシ

ョン体制を見直して早期に現場組織の活性化と収

益体質の確立を図るべく、同社を解散することと

いたしました。 

（2）当該子会社の名称、事業内容、持分比率等 

名称：SATO INTERNATIONAL PTE.LTD. 

事業内容：海外事業の統括  

持分比率：100% 

（3）解散の時期 

平成21年10月より清算手続を開始し、平成22年３

月末までに清算予定であります。 

（4）当該子会社の状況、負債総額 

（平成21年３月31日現在） 

資本金：259百万S$（16,772百万円） 

負債総額：209百万S$（13,514百万円） 

（5）当該解散による会社の損失見込額 

当該解散による損失見込額は当事業年度までの

損益に反映されており、今後における当社の業績

への影響は軽微であると見込んでおります。 

（6）当該解散が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

売上が当社グループ内の取引であるため、軽微

であります。  

―――――― 

  



役員の異動 

平成22年６月18日付にて予定されている役員の異動は以下のとおりです。 

ａ．代表者の異動 

  該当事項はありません。  

  

ｂ．その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

  取締役         石黒 清子 

  （現 野田・相原・石黒・佐野法律事務所 弁護士） 

   （注）石黒清子氏は会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。 

  

 ・退任予定取締役  

  取締役         大塚 正則 

  取締役         伊藤 良二 

   （注）伊藤良二氏は会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。 

  

  

  

  

６．その他
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