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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 20,642 ― △1,927 ― △2,225 ― △4,394 ―

20年3月期第3四半期 24,990 27.0 155 ― 384 ― 588 ―

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3四半期 △48.87 ―

20年3月期第3四半期 6.54 ―

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3四半期 47,925 16,597 32.5 173.00
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3四半期  15,554百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 6.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 23,500 △43.3 △2,100 ― △2,400 ― △4,700 ― △52.27

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） 

(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3四半期  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3四半期  367,325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3四半期  89,924,430株 20年3月期第3四半期  89,951,067株
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 当第３四半期連結累計期間（９ヶ月）は、サブプライムローン問題を契機とした国際的金融不安の拡大による影

響で、国内外景気が急速に減退し、急激な円高が輸出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ましたが、当第３四半期連結累計期間は新聞用輪転機で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Ecoprius」「カラートップ7100CDH」「カラートップ7000CDH」「カラート

ップ6200UD」を国内外の新聞社に納入いたしました。ま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」を印刷会社に納入いたしました。 

 当第３四半期連結累計期間の業績については、以下のとおりであります。 

《売上高》 

 当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、前述のとおり国内外で納入を行い、 百万円となりました。 

 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予想外に成果が上がらず、また受注競争激化の

中での販売価格の低下が利益率押し下げの要因となっており、当第３四半期連結累計期間の営業損失は 百

万円となりました。 

《経常損益》 

 当第３四半期連結累計期間は外国為替相場が急激に円高傾向に推移したため 百万円の為替差損を計上し、

経常損失は 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。 

 また株式相場の急激な下落により、 百万円の投資有価証券評価損を計上しました。 

 以上の結果、税金等調整前四半期損失は 百万円となり、当第３四半期連結累計期間の純損失は

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205億47百万円となりました。営業損失は△4億40百万円となりました。 

 不動産賃貸事業の売上高は95百万円、営業利益は60百万円となりました。 

 所在地別セグメントについては、日本における売上高は179億16百万円、営業損失は△4億84百万円、米国におけ

る売上高は27億25百万円、営業利益は99百万円となりました。  

 当第３四半期連結累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、売上債権の減

少等の要因により、前連結会計年度末に比べ22億22百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末には147億32百万円

となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（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69百万円となりました。資金増加の要因は主に、売上債権の32億56百万円の減少

とたな卸資産の14億32百万円の減少によるものです。資金減少の要因は主に仕入債務の18億16百万円の減少及び税

金等調整前四半期純損失45億70百万円によるものです。 

（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22億69百万円となりました。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22億93百万円の支出が主な要因であり、その内にはリース資産の

増加額9億31百万円を含んでおります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は44億6百万円となりました。社債の発行による収入26億34百万円及び短期借入に

よる収入12億円が主な要因です。 

  

 第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年11月12日に公表

した平成21年３月期の通期連結業績予想を修正しております。詳細は平成21年２月９日に別途開示している「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

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 

206億42

△19億27

4億18

△22億25

20億77

△45億70 △43億94

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  

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） 

（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 

（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 

１.四半期財務諸表に関する事項の変更 

 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、原価法によっていましたが、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、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ43,774千円増加し、税金等調整前

四半期純損失が65,662千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 

 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。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与え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、

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

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、当第３四半期連結累計期間の営業損失は692千円増加し、経常損失及び税金等調整前四半期純損

失は、それぞれ21,763千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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 14,808,906 12,683,318

受取手形及び売掛金 3,503,252 7,016,509

有価証券 277,000 200,000

原材料 977,828 1,271,958

仕掛品 8,208,168 9,382,857

繰延税金資産 313,894 513,178

その他 1,070,776 390,244

貸倒引当金 △16,336 △32,233

流動資産合計 29,143,489 31,425,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,448,273 3,573,784

機械装置及び運搬具（純額） 2,259,533 2,487,338

土地 3,019,561 2,964,611

その他（純額） 1,112,802 276,915

有形固定資産合計 9,840,170 9,302,648

無形固定資産   

その他 123,447 111,173

無形固定資産合計 123,447 111,173

投資その他の資産   

投資有価証券 3,645,965 5,338,459

その他 5,523,525 5,569,793

貸倒引当金 △407,569 △384,624

投資その他の資産合計 8,761,920 10,523,627

固定資産合計 18,725,538 19,937,450

繰延資産   

社債発行費 56,800 －

繰延資産合計 56,800 －

資産合計 47,925,828 51,363,283
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,326,716 7,080,519

短期借入金 2,630,000 1,630,000

1年内返済予定の長期借入金 4,152,000 2,580,000

1年内償還予定の社債 3,040,000 2,500,000

未払法人税等 67,213 937,830

前受金 3,111,944 3,520,914

賞与引当金 260,946 586,077

その他の引当金 488,972 435,633

その他 1,460,371 1,047,508

流動負債合計 19,538,164 20,318,482

固定負債   

社債 4,660,000 2,500,000

長期借入金 880,000 2,220,000

退職給付引当金 4,637,115 4,554,117

役員退職慰労引当金 484,419 509,581

負ののれん 129,197 36,739

その他 999,594 117,669

固定負債合計 11,790,326 9,938,107

負債合計 31,328,490 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 7,049,984 7,051,370

利益剰余金 518,416 5,272,657

自己株式 △109,814 △106,961

株主資本合計 15,799,586 20,558,066

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △183,914 △605,384

為替換算調整勘定 △60,934 △74,087

評価・換算差額等合計 △244,849 △679,471

少数株主持分 1,042,600 1,228,098

純資産合計 16,597,338 21,106,693

負債純資産合計 47,925,828 51,363,283
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 20,642,815

売上原価 18,903,908

売上総利益 1,738,907

販売費及び一般管理費 3,666,199

営業損失（△） △1,927,292

営業外収益  

受取利息 42,008

受取配当金 95,131

負ののれん償却額 47,270

その他 144,585

営業外収益合計 328,995

営業外費用  

支払利息 166,938

為替差損 418,959

その他 40,854

営業外費用合計 626,752

経常損失（△） △2,225,049

特別利益  

固定資産売却益 4,873

貸倒引当金戻入額 15,897

特別利益合計 20,770

特別損失  

固定資産除売却損 266,329

たな卸資産評価損 21,887

投資有価証券評価損 2,077,521

特別損失合計 2,365,738

税金等調整前四半期純損失（△） △4,570,016

法人税、住民税及び事業税 47,281

法人税等調整額 △231,513

法人税等合計 △184,232

少数株主利益 8,657

四半期純損失（△） △4,394,441
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △4,570,016

減価償却費 706,081

負ののれん償却額 △47,270

繰延資産償却額 5,163

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,048

賞与引当金の増減額（△は減少） △325,130

製品保証引当金の増減額（△は減少） 18,498

受注損失引当金の増減額（△は減少） 34,840

退職給付引当金の増減額（△は減少） 82,998

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,162

受取利息及び受取配当金 △137,139

支払利息 166,938

為替差損益（△は益） △165,019

投資有価証券評価損益（△は益） 2,077,521

投資有価証券売却損益（△は益） △15

固定資産除売却損益（△は益） 261,456

たな卸資産評価損 21,887

売上債権の増減額（△は増加） 3,256,733

前受金の増減額（△は減少） △436,508

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,432,774

仕入債務の増減額（△は減少） △1,816,237

その他 714,505

小計 1,263,944

利息及び配当金の受取額 137,139

利息の支払額 △143,973

法人税等の支払額 △1,327,079

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,969

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） 97,102

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,293,953

有形固定資産の除却による支出 △143,850

有形及び無形固定資産の売却による収入 4,999

投資有価証券の取得による支出 △127,190

投資有価証券の売却による収入 71

その他 193,169

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,269,650
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,200,000

短期借入金の返済による支出 △200,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △68,000

社債の発行による収入 2,634,938

自己株式の処分による収入 3,183

自己株式の取得による支出 △7,492

リース債務の増加による収入 931,250

リース債務の返済による支出 △21,406

配当金の支払額 △362,083

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 4,406,458

現金及び現金同等物に係る換算差額 155,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,222,690

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 14,732,938
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 （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 

３.当第３四半期連結累計期間における営業利益（又は営業損失（△））の消去又は全社の金額の内容は、親会

社の配賦不能営業費用（管理部門に係る費用）1,546,954千円であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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  20,547,079  95,736  20,642,815  －  20,642,815

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  4,887  4,887 (4,877)  －

計  20,547,079  100,614  20,647,693 (4,877)  20,642,815

営業利益（又は営業損失

（△）） 
 △440,516  60,178  △380,337 (1,546,954)  △1,927,292

〔所在地別セグメント情報〕 

  

（注）当第３四半期連結累計期間における営業利益（又は営業損失（△））の消去又は全社の金額の内には、親会社の

配賦不能営業費用（管理部門に係る費用）1,546,954千円が含まれております。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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  17,916,938  2,725,876  20,642,815  －  20,642,815

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,682,325  23,083  1,705,409 (1,705,409)  －

計  19,599,264  2,748,959  22,348,224 (1,705,409)  20,642,815

営業利益（又は営業損失

（△）） 
 △484,158  99,027  △385,130 (1,542,161)  △1,927,292
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 （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あります。 

(1）北米………………米国 

(2）欧州………………ポルトガル 

(3）アジア……………タイ、韓国、中国 

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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

    北米 欧州 アジア 計

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,725,876  218,719  6,660,975  9,605,571

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  20,642,815

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合 

（％） 

 13.2  1.0  32.3  46.5

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

「参考資料」  

前年同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12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  24,990,335

Ⅱ 売上原価  21,740,504

売上総利益  3,249,831

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,094,037

営業利益  155,793

Ⅳ 営業外収益  386,136

Ⅴ 営業外費用  157,922

経常利益  384,007

Ⅵ 特別利益  2,392,087

Ⅶ 特別損失  1,207,621

税金等調整前四半期純利益  1,568,473

税金費用  970,142

少数株主利益  10,175

四半期純利益  588,155
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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12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  1,568,473

減価償却費  607,975

負ののれん償却額 △27,554

社債発行費償却額  13,875

貸倒引当金の増減額（減少：△）  1,049

賞与引当金の増減額（減少：△） △345,444

受注損失引当金の増減額（減少：△）  52,500

退職給付引当金の増減額（減少：△）  89,690

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  502,140

受取利息及び受取配当金 △170,476

支払利息  114,455

為替差損益（差益：△）  17,214

有形及び無形固定資産売却益 △106,558

有形及び無形固定資産除売却損  44,055

のれん償却額  57,500

移転補償金等 △83,268

訴訟和解金 △2,202,260

訴訟関連費用  627,244

売上債権の増減額（増加：△）  218,863

前受金の増減額（減少：△） △3,789,682

たな卸資産の増減額（増加：△） △919,414

仕入債務の増減額（減少：△） △1,113,781

その他 △318,767

小計 △5,162,169

利息及び配当金の受取額  170,476

利息の支払額 △97,174

法人税等の支払額 △171,427

移転補償金等の受取額  83,268

訴訟和解金の受取額  2,202,260

訴訟関連費用の支払額 △627,244

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,602,011
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前年同四半期

（平成19年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

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：△）  1,539,261

投資有価証券の取得による支出 △2,104

有形及び無形固定資産の取得による支出 △919,345

有形及び無形固定資産の売却による収入  377,070

ボンドの解約による収入  181,784

その他の投資等の増減額（増加：△） △11,706

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,164,959

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入による収入  400,000

少数株主からの払込による収入  6,245

自己株式の処分による収入  1,551

自己株式の取得による支出 △11,431

少数株主への配当金の支払額 △1,927

配当金の支払額 △632,674

財務活動によるキャッシュ・フロー △238,237

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △27,311

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △2,702,600

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  10,705,570
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