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株主の皆様には、日頃から格別のご支援

ならびにご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。ここに当社第46期事業報告書をお届

けするにあたりご挨拶申し上げます。

当期におけるわが国経済は財政の積極

策と低金利政策により、ようやく個人消

費・民間設備投資にも、かすかに回復の兆

しが見られるようになったものの、未だ成

長過程に入ったとはいえぬ状況で推移いた

しました。世界経済を概観いたしますと、

米国の景気は依然として好調を持続し、欧

州各国の景気も概ね緩やかな拡大基調に

あり、また、アジア諸国についても、通貨危

機の後遺症は残るものの輸出の伸長を主

因に景気は回復期に入りました。

このような環境の中で、孔版印刷機の全

体の出荷台数は前年度比マイナスになった

と推定されます。国内はほぼ横ばいながら、

海外向け出荷が二桁のマイナスとなったこ

とが影響したものと考えられます。パソコ

ンの普及にともない、いわゆるプリンタの

出荷は急増しておりますが、同じプリンタ

である孔版印刷機もそのような環境に融

合しつつ、更に得意領域を開拓していくこ

とが必要であるといえます。

当社では「世界に類のないものを創る」

を開発方針として、「安定的収益の確保と

健全経営を貫く」ことを目標としており、

株主の皆様へ

代表取締役社長　羽 山　明
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この実現のために中期的課題として次の3

点に取り組んでおります。

(1) 開発型企業としてパソコンの普及と

ネットワーク環境に対応する新製品の

開発を推進してまいります。

(2) 連結経営の強化を行い、製造面では

グローバルに最適地生産と最適部材

調達を推進してコスト低減を実現し、

為替変動に対する抵抗力を高めてま

いります。

(3) 既存の販売ネットワークをいっそう拡

充することはもちろんでありますが、

時代に即した新しい販売チャネルの

開拓に努めるとともに、レンタルなど

の販売手法も適宜取り入れ、ユーザ

ーに密着した営業活動を積極的に展

開してまいります。

当社の連結の売上高は797億円で前期比

55億円、6.6%の減収となりましたが、円高に

よる海外売上の目減り58億円を考慮すれば

若干の増収であったといえます。因みに、当

社の米ドルおよびユーロの円換算レートは、

当期が106.15円と102.14円であり、前期はそ

れぞれ120.55円と129.29円でありました。

国内販売では、リソグラフに通信ネット

ワークを直接接続できる「リソグラフFRシ

リーズ」をフルライン化し、主力商品とし

て積極的に拡販いたしました。また、10月

にはハガキ・名刺などのカード印刷や封筒

印刷に特化したデジタルプリンタ「リソー

マイスターCP150」を投入し新たな市場の

開拓に努めました。

家庭用印刷機プリントゴッコにつきまし

ては、デジタル技術を取り入れた製版機

「プリントゴッコデジタル」、布印刷もでき

る「プリントゴッコアーツ」を発売するなど、

個人愛好家のニーズにお応えするように努

力しました。

この結果、国内売上は435億円で前期比

17億円、3.9%の減収になりましたが、主力

のリソグラフ関係売上は前期比ほぼ横ばい

で推移いたしました。

米州につきましては、現地販売子会社を

核に販売活動を展開し、現地通貨ベースで

は前期比2.4%の増収を示しましたが、円換

算した売上高は171億円で前期比9.7%の減

収となりました。

欧州につきましては、各地販売子会社の

直接販売の強化を図り、現地通貨ベースで

は前期比3.4%の増収となりましたが、円換

算した売上高は120億円で前期比18億円、

13.3%の減収となりました。

アジアにつきましては、中国以外のアジ
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経営成績―当期の概況
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ア諸国向け輸出は回復しましたが、中国

合弁事業の立ち上げにともなう一時的な

出荷調整の影響で、売上高は70億円(前期

比1.6%減)となりました。

これらの結果、利益面におきましても、

経常利益は65億7百万円(前期比25.7%減)、

当期純利益は30億25百万円(前期比23.9%

減)となりました。

なお単独決算では、当期売上高は699億

円(前期比5.7%減)となり、経常利益および

当期利益は、それぞれ74億98百万円(前期

比16.9%減)および42億6百万円(前期比8.1%

減)となりました。また、平成12年4月から

導入される退職給付会計に係わる退職給

付債務につきましては、従来より引当計上

しております退職給与引当金が十分にあ

り、不足分は発生しておりません。

当社は株主の皆様への安定的かつ充実

した配当を維持することを基本として、企業

の成長、発展に必要な内部留保の充実をあ

わせて行い、株主価値の増加を図るべく努

めてまいりました。その一環として当期は利

益による自己株式の取得および消却を株式

数40万株、総額13億57百万円行いました。

また、当期の配当は、前期と同額の1株

当たり50円とさせていただきました。

今後のわが国経済は、回復基調ながら一

進一退が続き、本格的な景気回復にはなお

暫くの時間を要するものと思われます。こ

のような情勢ではありますが、当社は世界

市場を視野に入れた新製品開発を積極的

に推し進め、新たな市場の創出に努めると

ともに、効率的な企業運営により売上・利

益の拡大に最大の努力を傾注してまいり

ます。

次期の連結業績の見通しにつきまして

は、売上高811億円(前期比1.7%増)、経常利

益58億円(前期比10.9%減)、当期純利益32

億円(前期比5.8%増)を予定しております。

なお、次期業績見通しにおける為替レー

トは、米ドル100円、ユーロ105円を前提と

しております。

株主の皆様におかれましては、何とぞい

っそうのご理解とご支援を賜りますようお

願い申し上げます。

平成12年6月29日

代表取締役社長

羽山　明
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利益還元策について

次期の業績の見通しについて
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印刷コスト・印刷スピードで優位であ

るうえ、再生紙やザラ紙など幅広い

紙質や紙厚にも対応し、さらにカラ

ーチェンジが簡単でスポット・カラー

印刷が得意であるという特性を持っ

ているためです。

この商品特性は、オフィスのネット

ワーク環境の整備・普及が進む欧

米市場において、大きな競争力を発

揮します。海外では、リソグラフのネ

ットワーク環境への対応性がまだよ

く知られていないだけに、欧米を中

心に潜在需要は大きいと判断して

います。

中量印刷領域に強いリソグラフ

コンピュータ・ネットワークの進

歩に伴い、紙をメディアとした情報伝

達の形態も大きく変化しようとしてい

ます。一ヵ所で集中印刷した大量の

印刷物を運搬して配布する方法だ

けでなく、原稿データがネットワーク

理想科学工業の経営戦略と今後の展望

21世紀を見据えた経営基盤の強化でグローバルニーズに即応

リソグラフRP210
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ネットワーク対応を軸に製品開発

コンピュータ・ネットワークを取り巻

く環境が大きく変わりつつある中、

情報の出力を担うプリンティング・シ

ステムもまた多様化しています。デ

ジタル印刷機リソグラフの最大の特

徴は、多枚数の印刷物を手早く、低

コストで仕上げられ、しかも誰もが

簡単に操作できる点にあります。ま

た企業内LANなどのネットワークに

接続して、パソコンの原稿データを

理想科学工業は独自の開発によるデジタル印刷機リソグラフを主力
商品として高い成長を達成してきました。現在、リソグラフは150ヵ国以
上で販売されており、事業のグローバル展開が着実に進んでいます。
当社はこれまで製品開発、販売市場開拓、コストダウンなどについて21
世紀をにらむ戦略に取り組んできました。ここでは、理想科学工業の
経営戦略と今後の展望についてお話し申し上げます。

容易に印刷できるため、ネットワーク

の普及はリソグラフの活躍の場が

拡大する好機でもあります。

当社は製品開発の主軸をネットワ

ーク環境への対応に定め、リソグラ

フのラインアップを強化してきまし

た。昨年1月にリソグラフFR295Nを

発売して以降、ネットワーク環境対

応のFRシリーズのフルライン化を図

り、さらに今年4月には、ネットワーク

印刷の効率を一段と高める機能を

搭載したリソグラフRP210を発売し

ました。今後リソグラフは、ますます

プリンタとしての役割が大きくなって

くると考えます。

リソグラフの特性を欧米が注目

ネットワーク対応のリソグラフは、

米国、欧州でも注目を集めていま

す。それは、リソグラフはデジタル複

写機（PPC）やレーザービームプリン

ターに比し、多枚数印刷領域での
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を進め、米国では地域密着型の販

売網の拡充に注力してまいりまし

た。当社はRISOブランドを重視し、

お客様にご満足いただけるアフ

ターサービス体制を備えた独自

の販売チャネルの強化を図っていき

ます。

欧米市場におけるリソグラフの販

売でとりわけ重要になっているの

が、販売会社や代理店の従業員に

対するIT教育です。当社はリソー・

デジタル・エデュケーション・センター

を設立し、より実戦的な知識・技能

修得の場として多くの教育を行って

おります。また、1年半前に主要海

外現地法人にIT教育を実施する

部門を開設し、現地の営業・サービ

ス担当者を対象にIT教育を行って

きました。現在グループをあげて

営業・サービス担当者を中心にし

たIT教育に取り組んでいます。

グローバルな舞台における競争

力を強化するため、理想科学はコ

ストダウンに取り組んでいます。コス

トダウンのよりいっそうの推進を

めざして、当期より中国での現地

生産を開始しました。

昨年8月に広東省・珠海市に中

国航天機電グループとの合弁企業
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で運ばれ、そのデータを各地のリソグ

ラフが受信して印刷・配布するといっ

た形態も出てまいりました。各地で印

刷される数十部から数千部といった

ボリュームの印刷物は、リソグラフの最

も得意とする中量印刷領域であり、そ

の強みが発揮される市場です。

文部省は「個を生かす教育」へ

の転換をめざし、2002年をめどに初

等中等教育の指導要領改訂を検

討しており、地域・個人重視の観点

から教科書・教材がより個性化、

多様化する方向にあります。教育

の情報化推進のもと公立学校4万

校をインターネットで結ぶ学校イ

ンターネット計画ともからみ、将来

は個々の学校でインターネット

から必要な情報を選択して教材や

発表資料を印刷配布するという

新しい利用形態も予想されます。

ハードにおけるネットワーク環境へ

の対応に加え、当社はリソグラフユー

ザーの生産性を高めるためのアプリ

ケーションソフト開発にも力を入れ

ています。原稿づくりまでを含めて

ユーザーにトータルなソリューションを

提供する狙いから、チラシの原稿な

どを作成してリソグラフで印刷するた

めの専用ソフトを開発してきました。

当期の国内販売においては、チラ

シの印刷に多く使われている中級機

種の伸びが目立ちましたが、これには

ソフトやソリューション・サービスによる

支援が寄与していると見ています。

欧米を中心に海外販売網を強化

連結売上高の50%近くを海外売

上高が占めていることに示されるよ

うに、理想科学にとって海外市場は

国内市場に比肩する重要な市場

だと認識しています。当社は海外

販売網の整備と強化を重要な経営

課題とし、これに全力をあげて取り

組んでいます。欧州ではここ数年、

主要国での直販拠点の設置、強化

ドイツ･ハノーバー国際見本市会場で
行われたセビット2000

今後3年間でハードの製造
原価を20％引き下げ
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理想科学工業の経営戦略と今後の展望

6

である珠海理想科学工業有限公司

（当社出資比率70%）が開業し、工

場は10月から稼働しています。同

社で生産したリソグラフは中国市場

への供給のほか、将来的には世界市

場への輸出を視野に入れています。

また、昨年11月には、海外での部

品調達の推進を目的とした駐在

員事務所を香港に開設しました。

同事務所を拠点にコスト競争力

の向上をめざして、海外調達を

進めていきます。

当社にとって本格的な海外生産

と海外調達は初めてであり、それだ

けに製造過程におけるコストダウン

と為替リスクのヘッジを通じ今後の

収益に大きな貢献が期待できます。

当社は営業、物流、製造の業務改

善・改革活動としてRCS（リソー・

サイクル・システム）活動を約10

年前から積極的に展開してきまし

た。今後はさらに設計と製造の総

合的な進行管理体制を構築するこ

とにより、従来以上のコスト削減を

実現してまいります。

当期より今後3年間でリソグラフ

ハードの製造原価を20%引き下げ

ることを目標としております。

アジア 8.8%

米州　21.5%

欧州　15.1%
日本　54.6%

地域別売上高比率

2002年3月期から増収増益へ

当社は「リソグラフの販売台数

に応じて消耗品（マスター、インク）

需要が拡大する」ことにより安定

した収益基盤を築いてきました。

このビジネスモデルはいささかも変

わらないと考えています。連結の

1株当たり株主資本3,980円（2000年

3月期）が象徴するように、財務内容

はきわめて健全です。

今後の業績については、新製品、

コストダウン、販売網の整備など一

連の施策の効果が具体化する

2002年3月期から増収増益になる

と予想しています。

今後ともご支援を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。

中国・珠海工場 リソグラフの生産ライン

（連結ベース／平成12年3月期）
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世界各国のさまざまな展示会・フェアで、

リソグラフをアピール

当社は、日本をはじめ各国のフェアへの出展や展示

会の開催を行っています。来場される皆様に、製品の展

示や実演を通じてリソグラフの印刷スピードやランニン

グコストの低さ、画質の鮮明さを実感いただくとともに、

先進のデジタルネットワーク印刷の提案を積極的に行

っています。

毎年、ドイツ･ハノーバー国際見本市会場で開催され

る世界最大規模のOA･情報通信イベント、セビット

2000をはじめ、国内最大の総合OA展であるビジネス

シヨウ2000 TOKYOや東京グラフィックスフェアとい

ったさまざまなフェアに出展し、来場者の大きな注目を

集めました。

今後もリソグラフが活躍するさまざまなビジネスシー

ンに、最適な印刷システムを提案していきます。

T O P I C S

東京ビッグサイトで行われた
ビジネスシヨウ2000 TOKYO (平成12年5月)

人と地球にやさしい企業として

資源循環を始めています

理想科学は、環境保全のために

様々な商品開発や事業活動を行

っています。

リサイクルリソグラフ、「リソグラ

フREシリーズ」もそのひとつです。

これは回収したリソグラフを高度な

技術により再生・整備し、再び皆様にご利用いただくリ

サイクル対応のデジタル印刷機です。REシリーズは、

独自の循環型レンタル方式を採用、もちろんアフター

サービス面もきめ細かくサポートしています。

昨年6月、リソグラフ用の印

刷用紙に｢理想環境用紙ケナ

フ10｣が加わりました。この

用紙は非木材繊維｢ケナフ｣を

10％、古紙60％を配合した

再生紙です。｢ケナフ10｣は、

(財)日本環境財団の「ツリー

フリーマーク」認定製品で、購入額の一部は植林などの

環境保全活動に役立てられます。

使用済みのリソグラフ用インクボトルについては、資源

の有効活用の一環としてリサイクルを進めています。回収

したインクボトルは、リソグラフのパーツ等に成形加工さ

れるほか、ハンガーやプランターなどの生活に役立つ品物

に生まれ変わっています。また一部は、工場などの代替燃

料として活用されます。
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理想環境用紙ケナフ10

リソグラフRE33G
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リソグラフFR395N

A3判高速デジタルプリンタ｢リソグラフFR395N｣、

新型コントローラ｢SC7700｣を発売

企業内LANなどのネットワーク環境に対応しA3判

までの多枚数印刷ワークを省力化する高速デジタルプ

リンタ「リソグラフFR395N」と、先進のDTP環境に

対応しネットワーク環境での印刷ワークを効率化する

専用コントローラ「SC7700」を新発売しました。

「リソグラフFR395N」は、リソグラフFRシリーズの

最上位機種として新登場。ネットワーク印刷対応、静音

運転設計などの特徴を持ち、最大A3判印刷を可能と

しました。オフィスの印刷ニーズの多様化に応える最

新鋭機です。

「SC7700」は、パソコ

ンとリソグラフを接続する

専用RIP(画像生成出力装

コンピュータ西暦2000年問題への対応状況等について

当社では、コンピュータ2000年問題を経営上の重要課題と認識し、｢コンピュー

タ2000年問題対策チーム｣を設置して対応いたしました。社内情報システムお

よび当社製品につきましては問題となるような事態は発生せず、また対応の為の

資金支出につきましても、事業運営等に影響を及ぼすものではありませんでした。

8

置)です。アドビシステムズ社のポストスクリプト3を搭

載し、デザインやデジタルプリプレスの現場で使われる

グラフィック・レイアウトソフトで作成した原稿データ

を、リソグラフで出力できます。高速ネットワークに対

応、モニタリング機能や印刷ジョブ管理機能などネット

ワークでの使用に便利な機能も充実した新コントロー

ラです。

SC7700
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プリントテクノ、リソーマイスターを軸に

カード印刷ビジネスへ積極展開

当社が提案する併設型プリントショップ、プリントテ

クノは3年目を迎えました。会員店は約600店に上

り、地域密着型プリントショップとしての認知度を着

実に高めています。本年はカー

ド印刷ビジネスへの展開を強力

にサポートしていきます。その主

軸となるのが、昨年10月に新発

売のデジタルカードプリンタ『リ

ソーマイスターCP150』です。

同機は、ハガキや名刺などのカ

ード印刷と封筒印刷に特化した専用プリンタで、特に

名刺印刷などで要求される「解像度600dpiの高精

細印刷」、「高い印刷位置精度を実現した用紙搬送機

構」など、高品質な小型印刷物を提供するための数

多くの特徴を備えています。

プリントテクノは、リソグラフによるチラシや各種会

報、自費出版などの印刷ニー

ズに加えて、名刺や各種の挨

拶状、DMや個人のレターヘッ

ドなど、私たちの日々の暮らし

の中で発生する多種多様な

「生活印刷物」のニーズに幅広

くお応えするプリントビジネス

を展開していきます。

プリントゴッコデジタルリソーマイスターCP150

多機能デジタル製版機

『プリントゴッコデジタル』を発売

当社は昨年12月、ランプを使わずにプリントゴ

ッコの版づくりができる多機能デジタル製版機

『プリントゴッコデジタル』を新発売しました。

『プリントゴッコデジタル』は、年間を通して多

目的・多用途にプリントゴッコをご利用いただい

ているお客様向けに開発した商品で、原稿の読み

取りをスキャナーで行い、デジタル方式でプリン

トゴッコの版づくり（ハガキサイズ）ができる新製

品です。

カラー原稿や写真をそのまま読み取ることが

可能で、ネガポジ反転機能や左右反転機能に加

え、フルカラー印刷用の色分解製版にも対応して

います。四季折々の挨拶状やアート作品などオリ

ジナリティーのある印刷物を求めるお客様から、

手づくりのDMなどを低コストで制作したいとい

うビジネスユーザーまで、プリントゴッコの楽しさ

がよりいっそう広がる製版機です。

T O P I C S

｢プリントテクノ｣
友の会のキャラクター

9
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決算期 平成8年3月期 平成9年3月期 平成10年3月期 平成11年3月期 平成12年3月期

売上高 （百万円） 68,875 74,572 77,851 74,144 69,924

経常利益 （百万円） 7,962 9,191 9,756 9,024 7,498

当期純利益 （百万円） 3,613 4,089 4,549 4,579 4,206

株主資本当期純利益率 （％） 8.1 8.5 8.8 8.1 7.0

１株当たり当期純利益 （円） 241.15 272.16 301.99 303.24 279.96

１株当たり配当金 （円） 43.20 54.50 50.00 50.00 50.00

配当性向 （％） 17.9 20.0 16.6 16.5 17.5

10
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連結売上高 連結営業利益 連結当期純利益 
百万円 百万円 百万円 

H8/3 H9/3 H10/3 H11/3 H12/3 H8/3 H9/3 H10/3 H11/3 H12/3 H8/3 H9/3 H10/3 H11/3 H12/3

決算期 平成8年3月期 平成9年3月期 平成10年3月期 平成11年3月期 平成12年3月期

売上高 （百万円） 79,217 90,420 95,574 85,365 79,771

営業利益 （百万円） 7,727 11,164 11,947 10,017 6,906

当期純利益 （百万円） 3,598 4,666 5,255 3,975 3,025

株主資本当期純利益率 （％） 8.1 9.7 10.0 7.0 5.1

１株当たり当期純利益 （円） 240.12 310.56 348.86 263.20 201.37

１株当たり株主資本 （円） 3,067.06 3,333.11 3,634.52 3,935.71 3,980.14

（注）前期より事業税の表示区分を変更しました。平成10年3月期以前も変更後と同じ基準で組み替えております。
平成9年3月期の1株当たり配当金には、創業50周年記念配当金10円が含まれています。

業績ハイライト

［単独］

［連結］
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（資産の部） （単位：百万円）

科目 当期 前期

平成12年3月31日 平成11年3月31日

流動資産 84,525 85,294

現金及び預金 34,842 33,286

受取手形及び売掛金 15,867 16,259

有価証券 18,544 22,156

たな卸資産 11,265 10,104

その他 4,422 3,942

貸倒引当金 △416 △455

固定資産 35,190 33,803

有形固定資産 27,830 27,511

建物及び構築物 6,835 7,335

機械装置及び運搬具 1,929 1,988

土地 14,010 14,010

その他 5,054 4,177

無形固定資産 1,474 178

ソフトウェア 767 －

その他 706 178

投資その他の資産 5,885 6,113

投資有価証券 1,536 1,547

その他 4,453 4,680

貸倒引当金 △103 △114

資産合計 119,715 119,097

（注）有形固定資産の減価償却累計額26,716百万円

Point1
ソフトウェア

前期まで投資その他の資産の「長期前

払費用」に計上していたソフトウェアは

無形固定資産に表示を変更しました。

（負債の部） （単位：百万円）

科目 当期 前期

平成12年3月31日 平成11年3月31日

流動負債 30,333 29,412

支払手形及び買掛金 16,195 15,337

短期借入金 4,621 4,691

その他 9,516 9,383

固定負債 30,066 29,924

転換社債 27,821 27,821

長期借入金 160 203

その他 2,047 1,884

連結調整勘定 38 15

負債合計 60,400 59,337

少数株主持分 782 305

Point2
為替換算調整勘定

為替換算調整勘定は、資産の部から資本

の部に表示を変更しました。

■貸借対照表

財務諸表の概要（連結） （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
この財務諸表は、主要な項目を表示しております。

（資本の部） （単位：百万円）

科目 当期 前期

平成12年3月31日 平成11年3月31日

資本金 14,114 14,114

資本準備金 14,666 14,666

剰余金 31,461 30,673

為替換算調整勘定 △1,708 －

自己株式 △0 △0

資本合計 58,533 59,454

負債、少数株主持分及び資本合計 119,715 119,097
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（単位：百万円）

科目 当期 前期

売上高 79,771 85,365

売上原価 36,128 38,279

売上総利益 43,642 47,086

販売費及び一般管理費 36,735 37,068

営業利益 6,906 10,017

営業外収益 698 1,029

営業外費用 1,097 2,287

経常利益 6,507 8,758

特別利益 － －

特別損失 － 343

税金等調整前当期純利益 6,507 8,414

法人税、住民税及び事業税 3,669 4,751

法人税等調整額 △142 △276

少数株主損失 45 34

当期純利益 3,025 3,975

■損益計算書 ■キャッシュ･フロー計算書

平成11年4月1日～
平成12年3月31日

平成10年4月1日～
平成11年3月31日

（単位：百万円）

科目 当期

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 6,507
減価償却費 3,731
連結調整勘定償却額 △4
貸倒引当金の増加額 3
受取利息及び受取配当金 △304
支払利息 659
為替差損 75
洗替低価法による有価証券評価損戻入益 △180
売上債権の増加額 △732
たな卸資産の増加額 △2,032
仕入債務の増加額 952
役員賞与の支払額 △82
その他 144
小計 8,737
利息及び配当金の受取額 310
利息の支払額 △684
法人税等の支払額 △4,484
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,878

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △6,954
定期預金の払出による収入 10,403
有価証券の取得による支出 △100
有価証券の売却による収入 560
有形固定資産の取得による支出 △3,025
無形固定資産の取得による支出 △507
貸付金の貸付による支出 △230
貸付金の回収による収入 56
営業の譲り受けによる支出 △650
その他 △392
投資活動によるキャッシュ･フロー △ 841

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額 536
長期借入れによる収入 1
長期借入金の返済による支出 △32
自己株式の取得による支出 △1,359
少数株主への株式の発行による収入 579
配当金の支払額 △761
その他 3
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,033

現金及び現金同等物に係る換算差額 △298
現金及び現金同等物の増加額 1,705
現金及び現金同等物の期首残高 41,816
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 6
現金及び現金同等物の期末残高 43,528

平成11年4月1日～
平成12年3月31日

Point3
現金及び現金同等物の期末残高

3カ月以内に現金として利用できる残

高を表示しております。
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（資産の部） （単位：百万円）

科目 当期 前期

平成12年3月31日 平成11年3月31日

流動資産 72,780 72,496

現金及び預金 31,414 30,983

受取手形 1,322 1,503

売掛金 14,576 11,520

有価証券 18,484 22,132

たな卸資産 4,754 4,326

その他 2,306 2,113

貸倒引当金 △78 △83

固定資産 41,871 39,069

有形固定資産 26,906 26,569

建物及び構築物 6,768 7,243

機械装置 1,146 1,323

土地 14,010 14,010

その他 4,980 3,991

無形固定資産 815 51

ソフトウェア 761 －

その他 54 51

投資等 14,148 12,448

子会社株式 5,780 5,750

その他 8,677 6,812

貸倒引当金 △103 △114

投資評価引当金 △205 －

資産合計 114,651 111,565

（注）有形固定資産の減価償却累計額25,552百万円

Point1
売掛金

海外子会社の運転資金として、支払サ

イトの延長をしました。

（負債の部） （単位：百万円）

科目 当期 前期

平成12年3月31日 平成11年3月31日

流動負債 23,416 22,456

支払手形 6,495 7,445

買掛金 9,199 7,274

短期借入金 5 7

その他 7,716 7,728

固定負債 30,007 29,895

転換社債 27,821 27,821

長期借入金 151 190

その他 2,034 1,884

負債合計 53,424 52,352

Point2
投資等・その他

珠海理想科学工業有限公司設立のため、

13億円を出資しました。

■貸借対照表

財務諸表の概要（単独） （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
この財務諸表は、主要な項目を表示しております。

（資本の部） （単位：百万円）

科目 当期 前期

平成12年3月31日 平成11年3月31日

資本金 14,114 14,114

法定準備金 18,195 18,188

剰余金 28,917 26,911

（うち当期純利益） （4,206） （4,579）

資本合計 61,227 59,213

負債及び資本合計 114,651 111,565
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（単位：百万円）

科目 当期 前期

売上高 69,924 74,114

売上原価 36,978 39,721

販売費及び一般管理費 25,892 25,321

営業利益 7,054 9,102

営業外収益 1,053 1,308

営業外費用 609 1,386

経常利益 7,498 9,024

特別利益 － －

特別損失 205 343

税引前当期純利益 7,293 8,680

法人税、住民税及び事業税 3,408 4,365

法人税等調整額 △321 △264

当期純利益 4,206 4,579

前期繰越利益 6,365 1,229

利益による自己株式消却額 1,357 －

過年度税効果調整額 － 1,399

当期未処分利益 9,214 7,208

Point3
特別損失

円高に伴うスペイン子会社の資本金の目

減りを補うため、健全性の観点から引き

当て、特別損失として計上しました。

（単位：百万円）

科目 当期 前期

平成12年3月期 平成11年3月期

当期未処分利益 9,214 7,208

利益準備金 － 7

利益配当金 735 755

取締役賞与金 60 80

次期繰越利益 8,419 6,365

（注）利益配当金は、自己株式98株分を除いております。

Point4
利益による自己株式消却額

利益による自己株式の取得・消却を

40万株実施しました。

■損益計算書 ■利益処分

■売上高構成比率

平成11年4月1日～
平成12年3月31日

平成10年4月1日～
平成11年3月31日

プリントゴッコ　7.0%

リソグラフ（海外）　38.5%

リソグラフ（国内）　54.5% 
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リソグラフは孔版印刷の原理を核

に、理想科学独自の技術を融合させ

て開発したデジタル印刷機です。

リソグラフは、簡単な操作で高

速・低コスト印刷ができ、オフィス

における全く新しい印刷システムと

して昭和55年に登場して以来、常に

この分野をリードしてまいりました。

OAの進展によってデジタル情報の

活用が格段に広がった現在、ペーパー

原稿印刷はもちろん、パソコン原稿

データや通信回線で送られたデータ

の印刷など、リソグラフは多様化す

るオフィスの印刷ニーズにフレキシ

ブルに応えます。

リソグラフＦＲシリーズ
ペーパー原稿はもちろん、LANやイ

ントラネットなどパソコンネットワ

ークから受信したデータ原稿を、そ

のままスピーディーに印刷できる新

世代リソグラフ。新画像処理によっ

て画質もいちだんと向上。運転音の

静音化を進め、オフィス環境にも配

慮した新設計です。

リソグラフRP210
ネットワーク環境での多枚数印刷の

効率化に重点を置いたベーシックリ

ソグラフです。手元のパソコン画面

でリソグラフの作動状況やインク･マ

スターの状況などを確認できるモニ

タリング機能を備えています。

製品紹介

リソグラフの特徴

①毎分最高130枚のスピーディー印刷。

②同一原稿からの印刷が多いほど印刷

単価が低減。

③パソコンネットワークと接続でき、

画面からの印刷指示で原稿データを

高速・高精細出力できる。

④最高600dpiの高解像印刷。辞書ほど

の細字や写真原稿も忠実に再現。

⑤上質紙はもちろん、更紙や再生紙な

ど対応用紙の幅が広い。

主要ラインアップ

リソグラフSR7400
プロユース市場向けに開発されたリソ

グラフです。プロが求める高い画像性

を追求するため、600dpiの高解像度

に加えSR独自の印刷機構を搭載して

います。

リソグラフCRシリーズ
高速･低コスト印刷、パソコンとのイ

ンターフェイスなどリソグラフの基

本機能はそのままに、小型・軽量・低

価格化を実現したモデルです。

フル装備のリソグラフFR395N リソグラフRP210

リソグラフCR163リソグラフSR7400

RISO Report 00.6.29修正  00.6.29 10:06 PM  ページ 15



16

リソグラフの主要な市場は、日本でも

海外でもほぼ共通で、民間企業・官公

庁・学校・プリントショップなどです。

リソグラフは主に以下のような印刷

用途で利用されています。

①会議資料、通知文書、定型帳票類など

の事務文書

②チラシ、DM、リーフレット、価格表な

どの販売促進ツール

③地域コミュニティーでの広報紙、会報、

お知らせなどの印刷物

④印刷会社、プリントショップ等では、マ

ニュアル・名簿などの小冊子、各種挨

拶状、名刺などの印刷物

リソグラフ専用の
アプリケーションソフト
「理想筆耕職人シリーズ」は、リソグ

ラフをより便利にお使いいただくた

めの専用アプリケーションソフトで

す。簡単なパソコン操作で、のし、会

葬礼状、挨拶状をスピーディーに仕

上げます。ギフト、冠婚葬祭、プリント

ショップなど専門性の高い印刷物を

作成する業種でご利用いただいてお

ります。

また、パソコン画面上で原稿の刷

り色指定ができ、多色刷りの印刷物

をリソグラフで効率良く作成できる

「理想かんたんパレット」も好評です。

リソグラフをポストスクリプト
環境で活用するSC7700
SC7700は、パソコンとリソグ

ラフを接続してパソコンデータ高

速出力システムを実現する専用

RIP（画像生成出力装置）です。デ

ザインやデジタルプリプレスの現場

で主流となっているアドビシステム

ズ社の「ポストスクリプト・レベル3

ソフトウエア」を搭載。ビジネスグ

ラフィックソフトやレイアウトソフト

で作成した原稿データを、一般の

ポストスクリプトプリンタと同様に

リソグラフから出力できます。

リソグラフのマーケット

理想かんたんパレット

理想筆耕職人シリーズ
●理想筆耕職人のし
●理想筆耕職人会葬礼状
●理想筆耕職人はがき
●理想筆耕職人ちらし

リソグラフで印刷された出版物の例

チラシ、帳票、パンフレット、チケットなど、
リソグラフの幅広い印刷用途例

理想かんたんパレット SC7700

リソグラフとインク、マスターのマッチングが高画質の決め手

高精細な印刷の実現には、印刷機本体

とインク、マスターのサプライ用品の

マッチング効果が重要な要素です。理

想科学は、孔版専門メーカーとしてハ

ードからサプライまで総合開発・生産。

単にハードのみ、サプライのみではな

し得ない高画質を実現しています。 リソグラフFRインクとマスター
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さまざまなアイデアをカタチに…

多彩なプリントゴッコワールド

季節のご挨拶状のほかにも、手づくりの私
用箋やレターセットなど用途は広がります。

｢家庭で簡単に誰もが楽しめる小型の印刷機をつく

りたい｣という想いがプリントゴッコに結実しました。昭

和52年の発売以来、年賀状文化を背景にロングセラー

を続け、幅広い年代で多くのお客様にご愛用いただい

ています。プリントゴッコは、正確な位置合わせが必要

な多版刷りやフルカラー印刷に最適なPG-11をはじ

めとしたハガキサイズ対応の3機種をラインアップして

います。

また、プリントゴッコの使い方など、お客様のご質問

にお答えする｢プリントゴッコ相談室｣(フリーダイヤル

0120-404-403)や、プリントゴッ

コ活用のアイデア紹介、会員の作

品紹介、通販などを行う｢理想

友の会｣を設けお客様のプリ

ントゴッコライフを応援して

います。

布用インクを使ってTシャツやエプロン、
布製バッグにカラフルな布印刷ができます。

プリントゴッコPG-11

作品を壁に飾ると、
素敵なインテリアになります。

製品紹介

17
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ランプの要らない多機能デジタル製版機

「プリントゴッコデジタル」

プリントゴッコの版づくり（ハガキサイズ）が、ランプ

を使わずにできる｢プリントゴッコデジタル｣は、スキャ

ナーでの原稿読み取り方式を採用したプリントゴッコ専

用のデジタル製版機です。

カラー原稿や写真をそのまま原稿として使えるほ

か、ネガポジ反転と左

右反転、さらにフルカ

ラー印刷用の色分解

製版も簡単にできるた

め、プリントゴッコの楽

しさをよりいっそう広

げます。

プリントゴッコ

Products Information

第23回｢手づくりの絵はがき｣コンクール

心の通うコミュニケーション社会を願って

理想科学が協賛している｢手づくりの絵はがき｣コンクールは、今回で23回

目を迎えました。このコンクールは、絵はがきの創作を通じて子どもたちの創

造性の開発、親子の対話の復活、友達の輪を広げるなど、心の通い合うコミュ

ニケーション社会づくりを目的として財団法人理想教育財団が主催、文部省・

郵政省ほかの後援で毎年行われています。

応募者の年齢層も幼児から高齢者まで非常に幅広く、また国内だけでなく海

外からも多数の応募がありました。

応募作品のほぼ8割がプリントゴッコ、

あるいは他の技法との併用によるもので、

手づくり感あふれるユニークな作品が集

まりました。東京・大手町の｢ていぱー

く｣で開催された入賞作品展では、優秀作

品と前回上位入賞者の招待作品が展示さ

れ、訪れた方々の目を楽しませました。

『日本郵便友の会協会賞』
立山　利春さん

(北海道　公務員31歳)

ワイドなカラー印刷が楽しめる

｢プリントゴッコアーツ｣

｢プリントゴッコアーツ｣は、手軽に高画質のカラフル

印刷が楽しめるワイドサイズのプリントゴッコです。紙

用セットと布用セットがあります。

チラシやDM、趣味のアート作品、そしてオリジナルの

Tシャツや布製バッグ・クッションなど手づくりグッズの

制作などに活躍し

ます。

プリントゴッコデジタルセット プリントゴッコアーツ（紙用セット）

4月9日、表彰式の様子
逓信総合博物館｢ていぱーく｣

東京・大手町

『理想教育財団賞』
池田　健到くん
(米国･デトロイト

保育園5歳)

『文部大臣奨励賞』
宮本　真世さん

(東京都　小学5年)

『郵政大臣賞』
庄司　聡くん

(宮城県　小学4年)

18
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国内
当社の販売ネットワークは14営業部45支店、および

販売子会社を中心に構成されています。また、当社製品

を安心してご利用いただくために、技術サポートや消耗

品の供給体制も全国規模で展開しております。技術スタ

ッフの育成は、研修センター（千葉県）を中心に全国で

行われています。

国内の製造拠点は3カ所あります。筑波工場（茨城県）

はリソグラフ全シリーズのハードを生産しています。霞ヶ

浦工場（茨城県）はリソグラフのインク、マスターとプリ

ントゴッコを生産しています。宇部工場（山口県）はリソ

グラフのインク、マスターのうち量産品種の生産を受け

持っています。

当社の開発部門は本社のほか、茨城県に商品開発セ

ンターと開発技術センターがあり、株式会社理想科学研

究所（東京都）と合わせて次代のRISO製品の開発に取

り組んでいます。

■工場 

■開発部門  

●営業部 

商品開発センター 
開発技術センター 

宇部工場 

霞ヶ浦工場 
筑波工場 

福岡営業部 

高松営業部 

広島営業部 

大阪営業部 

名古屋営業部 
●本社 

札幌営業部 

仙台営業部 

千葉営業部 

東京営業部 
法人営業部 
官公庁営業部 

横浜営業部 

西東京営業部 

大宮営業部 

株式会社理想科学研究所 

研修センター 

◆国内の主な子会社

理想沖縄株式会社

理想筑波株式会社

理想松戸株式会社

理想静岡株式会社

株式会社理想科学研究所

理想ピーエスエス新橋株式会社

リソーエージェンシー株式会社

本社 商品開発センター 開発技術センター 株式会社理想科学研究所

研修センター 霞ヶ浦工場 筑波工場
平成8年、ISO9002認証取得

宇部工場

RISO ネットワーク
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海外

RISO, INC.
（アメリカ・ボストン）

RISO EUROPE LTD.
（イギリス・ロンドン）

RISO FRANCE S.A.
（フランス・リヨン）

RISO AFRICA (PTY) LTD.
（南アフリカ・ヨハネスブルグ）

RISO (Deutschland) GmbH
（ドイツ・ハンブルグ）

RISO (Thailand) LTD.
（タイ･バンコク）

当社は17の海外子会社を中心に、リソグラフの販売や

マーケティング、技術サポートや消耗品の供給を行って

います。また、中国広東省の珠海理想科学工業有限公司

ではリソグラフの生産を開始しました。

RISO TECHNOLOGY ZHUHAI● 
● 

●本社 
●RISO, INC.

●RISO (SHANGHAI)
●RISO HONG KONG 
　RISO CHINARISO (Thailand) ● 

●RISO AFRICA

●RISO IBERICA
●RISO FRANCE 
●RISO (Deutschland)

RISO (U.K.) ● 
RISO EUROPE● 

●海外子会社 

●RISO POLAND ●RISO CANADA

RISO DE MEXICO● 

 

●海外の主な子会社
RISO, INC.
RISO CANADA, INC.
RISO DE MEXICO S.A.
RISO EUROPE LTD.
RISO (U.K.) LTD.
RISO (Deutschland) GmbH
RISO POLAND Sp.zo.o.
RISO FRANCE S.A.
RISO IBERICA, S.A.
RISO AFRICA (PTY) LTD.
RISO HONG KONG LTD.
RISO CHINA LTD.
RISO (Thailand) LTD.
RISO (SHANGHAI) INTERNATIONAL    

TRADING CO., LTD.
RISO TECHNOLOGY ZHUHAI  CO., LTD.

20
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■会社が発行する株式の総数 34,600,000株
（前期末比400,000株減少）

■発行済株式総数 14,706,500株
（前期末比400,000株減少）

■株主数 5,439名
（前期末比2,651名増加）

■株主数比率

外国法人　10.17%

証券会社 
0.19% 
 

その他の国内法人 
14.41% 
 

金融機関　27.29% 
 

個人　47.94% 
 

その他の国内法人　1.77% 
 

外国法人　1.08%金融機関　0.81% 
 

証券会社　0.31%

個人　96.03%

■株式数比率

■大株主一覧（上位10人）

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

有限会社理想社 1,135 7.72

羽山　昇 994 6.76

財団法人理想教育財団 665 4.52

株式会社東京都民銀行 641 4.36

株式会社さくら銀行 354 2.40

株式会社東京三菱銀行 353 2.40

羽山　昭子 352 2.39

株式会社第一勧業銀行 343 2.33

理想科学工業従業員持株会 338 2.30

■自己株式の取得・消却について

平成11年12月6日開催の取締役会において、取得株式400,000株、取得価額2,000百万円をそれぞれ上限と
する利益による自己株式の取得・消却について決議しました。

◎当決議に基づく実施結果
取得・消却した株式数　400,000株　　　　　取得価額　1,357,569,000円

21

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 アメリカン クライアント 649 4.41

株式の状況 （平成12年3月31日現在）
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●商号 理想科学工業株式会社

●本社 〒105-0004

東京都港区新橋2丁目20番15号

新橋駅前ビル1号館（登記上）

●連絡先 〒108-8385

東京都港区芝5丁目34番7号

田町センタービル

●創業 昭和21年（1946年）9月2日

●会社設立 昭和30年（1955年）1月25日

●資本金 14,114,488,048円

●従業員数 1,632名

●連結子会社 27社（国内10社　海外17社）

●役員

代表取締役会長 羽山　　昇

代表取締役社長 羽山　　明

取締役副会長 池田　常雄

取締役副会長 柿澤　國男

代表取締役専務取締役 黒岩　経成

専務取締役 小渕　昌夫

専務取締役 西村　雅夫

常務取締役 池田　弘之

常務取締役 野見山誠一

常務取締役 原田　種弌

常務取締役 河合　伸雄

常務取締役 村井　　清

取締役 川北　　博

取締役 神田　惠仁

監査役 後藤　正宏（常勤）

監査役 島村　和光

監査役 *井内慶次郎

（注）* 印は、株式会社の監査等に関する商法の特例に
関する法律第18条第1項に定める社外監査役です。

（平成12年3月31日現在）

会社概要
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株主メモ

決算期日 毎年3月31日

定時株主総会 毎年6月

基準日 毎年3月31日
そのほか必要があるときには、あらかじめ公告する一定の日

利益配当金支払株主確定日 毎年3月31日

中間配当金支払株主確定日 毎年9月30日

名義書換代理人 第一勧業富士信託銀行株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号

同事務取扱場所 第一勧業富士信託銀行株式会社　本店証券代行部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号

郵便物送付先 第一勧業富士信託銀行株式会社　証券代行部分室
お問い合わせ先 〒135-8722 東京都江東区佐賀一丁目17番7号

電話03(3642)4004 （大代表）

同取次所 第一勧業富士信託銀行株式会社　全国各支店
安田信託銀行株式会社　本店および全国各支店

銘柄コード 6413

名義書換手数料 無料

新株券交付手数料 新株券1枚につき印紙税相当額（ただし、満欄による場合は無料）

公告掲載新聞 東京都において発行する日本経済新聞

理想科学株主様窓口 理想科学工業株式会社　総務部
〒108-8385 東京都港区芝5丁目34番7号　田町センタービル
電話03(5441)6611

インターネットで当社に関する情報がご覧いただけます。
ホームページアドレス http://www.riso.co.jp/

本社／〒108-8385 東京都港区芝5丁目34番7号 田町センタービル●本事業報告書は、再生紙を使用しております。
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