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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 3,617 ― △1,074 ― △627 ― △816 ―
20年3月期第1四半期 2,863 △30.3 △1,105 ― △827 ― △736 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △9.08 ―
20年3月期第1四半期 △8.18 ―

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

21年3月期第1四半期 50,785 20,314 37.6 212.36
20年3月期 51,363 21,106 38.7 221.04

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  19,097百万円 20年3月期  19,878百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 9,700 ― △400 ― △350 ― △450 ― △5.00
通期 27,000 △34.9 650 △48.3 750 △11.3 350 △48.1 3.89

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 
 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  90,279,200株 20年3月期  90,279,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  348,982株 20年3月期  347,046株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  348,379株 20年3月期第1四半期  315,976株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間は、国際的な原油価格の高騰やサブプライムローン問題の影響で、国内景気に減速感

が高まり、原材料高が企業の利益を押し下げる要因となりました。

　当社グループ（当社及び連結子会社）製品の主たる納入先である新聞業界において、北京オリンピックに向けた

設備投資も一段落し、全体的な需要の減退となり、当四半期連結会計期間は売上・生産ともに充分な成績には至り

ませんでした。

　このような中で、当第１四半期連結会計期間は新聞用輪転機では当社グループの主力製品であるシャフトレスオ

フセット輪転機「カラートップ7100CDH」を新聞社に納入いたしました。商業用輪転機ではB縦半裁シャフトレス輪

転機「カラーマスターHB-5000ED」を国内商業印刷会社に納入いたしました。

　当第１四半期連結会計期間の業績については、以下のとおりです。

《売上高》

　当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、36億17百万円（前年同期比20.8％増）となりました。

　当第１四半期連結会計期間は前年同期に比べ増加となっておりますが、新聞用輪転機、商業用輪転機並びにシス

テム制御機器が、国内外とも納期の到来するものが少なく、大幅な売上増には至りませんでした。

　なお、当社グループの特性として、売上高が製品の納期により年間を通じて平準化しない傾向があります。

《営業損益》

　損益面では、設計、製造の各方面でコストダウンに努めましたが、原油価格高騰による原材料費の値上げや部品

の購入価格が上昇し、受注競争激化の中で、値上げ分を製品価格へ十分転嫁しきれませんでした。

　また、これらに加えて売上高が連結会計期間の後半に片寄る傾向があるため固定費を賄いきれなかったことによ

り、当第１四半期連結会計期間の営業損失は10億74百万円となりました。

《経常損益》

　当第１四半期連結会計期間は外国為替相場が円安傾向に推移したため3億19百万円の為替差益を計上し、経常損失

は6億27百万円（前年同期は経常損失8億27百万円）となりました。

《特別損益》

　当社の羽田工場（川崎市）の明渡しによる関連費用2億44百万円等を、特別損失の固定資産除売却損として計上し

ました。

　その結果、税金等調整前四半期損失は8億29百万円となり、当第１四半期連結会計期間の純損失は8億16百万円（前

年同期は純損失7億36百万円）となりました。

　事業別セグメントは、印刷機械関連事業と不動産賃貸事業です。

　印刷機械関連事業の売上高は35億83百万円となりました。営業損失は6億5百万円となりました。

　不動産賃貸事業の売上高は33百万円、営業利益は22百万円となりました。

　所在地別セグメントについては、日本における売上高は35億87百万円、営業損失は5億29百万円、米国における売

上高は29百万円、営業損失は54百万円となっております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

・キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間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、たな卸資産

の増加等の要因により、前連結会計年度末に比べ33億73百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には91億36百

万円となりました。

　当第１四半期連結会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21億23百万円（前年同期比6.4％増）となりました。資金増加の要因は主に、売上

債権の10億53百万円の減少と前受金の16億86百万円の増加によるものです。資金減少の要因は主にたな卸資産の25

億90百万円の増加と法人税等の支払額9億45百万円によるものです。

（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15億36百万円（前年同期は4億30百万円の獲得）となりました。主な増加要因は、

その他の投資等の減少額89百万円によるものです。資金減少の要因は主に、玉川製造所・伊賀テクノセンタ－の設

備の増設及び改修等に伴う有形及び無形固定資産の取得による16億24百万円の支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果獲得した資金は1億60百万円（前年同期は2億75百万円の使用）となりました。リース債務の増加

による収入6億60百万円が主な増加要因であり、短期借入金の返済額2億円と配当金の支払額2億71百万円が主な減少
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要因です。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年5月16日に公表した業績予想と変更ありません。

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）

　　　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　　　該当事項はありません。

（３）四半期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

・会計処理基準に関する事項の変更

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２.たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計

期間より「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）が適用されたことに伴

い、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。

　　これにより、営業損失、経常損失は影響額はなく、税金等調整前四半期純損失が21,887千円増加しております。

３.「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」の適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しております。

　　これによる影響額はありません。

４.リース取引に関する会計基準の適用

　　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い

ましたが、「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））が平成20年４月１日以後開始

する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連

結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、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の減価償却の方法については、有形固定資産の減価償却年数を耐

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、リース取引開始日がリース会計基準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。

　　これにより、営業損失は116千円増加し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ4,083千円増加し

ております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,310,989 12,683,318

受取手形及び売掛金 5,984,963 7,016,509

有価証券 200,000 200,000

原材料 1,297,939 1,271,958

仕掛品 11,934,888 9,382,857

繰延税金資産 489,875 513,178

その他 410,867 390,244

貸倒引当金 △23,168 △32,233

流動資産合計 29,606,356 31,425,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,676,379 3,573,784

機械装置及び運搬具（純額） 2,434,914 2,487,338

土地 2,964,611 2,964,611

その他（純額） 944,657 276,915

有形固定資産合計 10,020,562 9,302,648

無形固定資産   

その他 105,636 111,173

無形固定資産合計 105,636 111,173

投資その他の資産   

投資有価証券 5,776,679 5,338,459

その他 5,678,149 5,569,793

貸倒引当金 △402,151 △384,624

投資その他の資産合計 11,052,678 10,523,627

固定資産合計 21,178,877 19,937,450

資産合計 50,785,233 51,363,283

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,648,621 7,080,519

短期借入金 1,430,000 1,630,000

1年内返済予定の長期借入金 2,580,000 2,580,000

1年内償還予定の社債 2,500,000 2,500,000

未払法人税等 37,983 937,830

前受金 5,275,616 3,520,914

賞与引当金 547,287 586,077

その他の引当金 624,771 435,633

その他 1,163,513 1,047,508

流動負債合計 19,807,794 20,318,482
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

固定負債   

社債 2,500,000 2,500,000

長期借入金 2,200,000 2,220,000

退職給付引当金 4,646,238 4,554,117

役員退職慰労引当金 529,624 509,581

負ののれん 27,554 36,739

その他 759,555 117,669

固定負債合計 10,662,972 9,938,107

負債合計 30,470,767 30,256,590

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,341,000 8,341,000

資本剰余金 7,051,254 7,051,370

利益剰余金 4,096,048 5,272,657

自己株式 △107,372 △106,961

株主資本合計 19,380,930 20,558,066

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △184,438 △605,384

為替換算調整勘定 △98,740 △74,087

評価・換算差額等合計 △283,178 △679,471

少数株主持分 1,216,714 1,228,098

純資産合計 20,314,466 21,106,693

負債純資産合計 50,785,233 51,363,283
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 3,617,139

売上原価 3,554,243

売上総利益 62,896

販売費及び一般管理費 1,136,929

営業損失（△） △1,074,033

営業外収益  

受取利息 18,687

受取配当金 62,365

負ののれん償却額 9,184

為替差益 319,532

その他 87,714

営業外収益合計 497,484

営業外費用  

支払利息 46,605

その他 4,144

営業外費用合計 50,750

経常損失（△） △627,299

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,064

製品保証引当金戻入額 57,000

特別利益合計 66,064

特別損失  

固定資産除売却損 246,046

たな卸資産評価損 21,887

特別損失合計 267,934

税金等調整前四半期純損失（△） △829,168

法人税、住民税及び事業税 27,327

法人税等調整額 △32,124

法人税等合計 △4,796

少数株主損失（△） △7,492

四半期純損失（△） △816,879
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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（△） △829,168

減価償却費 226,006

負ののれん償却額 △9,184

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,461

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,789

製品保証引当金の増減額（△は減少） △62,443

退職給付引当金の増減額（△は減少） 92,121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,042

受取利息及び受取配当金 △81,053

支払利息 46,605

為替差損益（△は益） △107,511

固定資産除売却損益（△は益） 246,046

たな卸資産評価損 21,887

売上債権の増減額（△は増加） 1,053,209

前受金の増減額（△は減少） 1,686,670

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,590,660

仕入債務の増減額（△は減少） △821,006

その他 △87,236

小計 △1,226,003

利息及び配当金の受取額 81,053

利息の支払額 △32,839

法人税等の支払額 △945,539

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,123,328

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △1,097

有価証券の取得による支出 △598

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,624,796

その他 89,556

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,536,935

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △200,000

長期借入金の返済による支出 △20,000

自己株式の処分による収入 463

自己株式の取得による支出 △990

リース債務の増加による収入 660,750

リース債務の返済による支出 △4,333

配当金の支払額 △271,090

少数株主への配当金の支払額 △3,930

財務活動によるキャッシュ・フロー 160,868
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 125,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,373,426

現金及び現金同等物の期首残高 12,510,248

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,136,821
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
印刷機械関連

事業（千円）

不動産賃貸事

業（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,583,875 33,263 3,617,139 － 3,617,139

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 2,077 2,077 (2,077) －

計 3,583,875 35,341 3,619,216 (2,077) 3,617,139

営業利益（又は営業損失

（△））
△605,681 22,038 △583,643 (490,390) △1,074,033

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分の主要な製品又は事業の内容

(1）印刷機械関連事業…………新聞・商業用オフセット輪転機、新聞発送・新聞組版システム、商業印刷用自

動化省力化機器

(2）不動産賃貸事業……………事務所賃貸事業

ｂ．所在地別セグメント情報

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 日本（千円） 米国（千円） 計（千円）
消去又は全社

（千円）
連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,587,164 29,975 3,617,139 － 3,617,139

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,012,567 7,955 1,020,523 (1,020,523) －

計 4,599,731 37,930 4,637,662 (1,020,523) 3,617,139

営業利益（又は営業損失

（△））
△529,467 △54,175 △583,643 (490,390) △1,074,033
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ｃ．海外売上高

  北米 欧州 アジア 計

当第１四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日）

Ⅰ　海外売上高（千円） 29,975 169 245,611 275,756

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 3,617,139

Ⅲ　海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％）

0.8 0.0 6.8 7.6

　（注）１．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す。

(1）北米………………米国

(2）欧州………………ポルトガル

(3）アジア……………韓国、タイ

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す。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年６月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,863,239

Ⅱ　売上原価 2,982,699

売上総利益又は売上総損失
（△）

△119,459

Ⅲ　販売費及び一般管理費 986,210

営業利益又は営業損失
（△）

△1,105,670

Ⅳ　営業外収益 325,220

Ⅴ　営業外費用 47,033

経常利益又は経常損失
（△）

△827,483

Ⅵ　特別利益 84,159

Ⅶ　特別損失 1,828

税金等調整前四半期純利益又
は純利益（△）

△745,151

税金費用 29,680

少数株主利益又は少数株主損
失（△）

△38,504

四半期純利益又は純損失
（△）

△736,327
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年６月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税金等調整前当期純損益（損失：△） △745,151

　減価償却費 202,311

　社債発行費償却額 4,625

　賞与引当金の増減額（減少：△） △88,401

　退職給付引当金の増減額（減少：△） 87,528

　受取利息及び受取配当金 △76,146

　支払利息 35,603

　為替差損益（差益：△） △32,105

　有形固定資産売却益 △891

　有形及び無形固定資産除売却損 1,828

　移転補償金等　　 △83,268

　売上債権の増減額（増加：△） 1,576,036

　前受金の増減額（減少：△） △471,694

　たな卸資産の増減額（増加：△） △3,128,715

　仕入債務の増減額（減少：△） 566,741

　その他 138,390

小計 △2,013,309

　利息及び配当金の受取額 76,146

　利息の支払額 △20,443

　法人税等の支払額 △120,252

　移転補償金等の受取額 83,268

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,994,588

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の純増減額（増加：△） 241,100

　投資有価証券の取得による支出 △599

　有形及び無形固定資産の取得による支出 △67,819

　有形及び無形固定資産の売却による収入 265,348

　その他の投資等の増減額（増加：△） △7,712

投資活動によるキャッシュ・フロー 430,317

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　自己株式の処分による収入 248

　自己株式の取得による支出 △3,171

　少数株主への配当金の支払額 △1,927

　配当金の支払額　 △270,298

財務活動によるキャッシュ・フロー △275,148
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前年同四半期
（平成19年６月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 38,497

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（減少額：△） △1,800,922

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 13,408,171

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 11,607,248
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