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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 111,405 △28.1 3,365 △81.7 103 △99.3 △7,092 ―

20年3月期 154,838 9.1 18,349 22.3 15,532 △7.4 8,670 △6.2

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 ％ ％ ％

21年3月期 △105.43 ― △4.7 0.1 3.0
20年3月期 127.39 ― 5.6 7.3 11.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20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

21年3月期 180,875 143,814 79.5 2,152.08
20年3月期 211,774 155,863 73.6 2,304.73

（参考） 自己資本   21年3月期  143,814百万円 20年3月期  155,863百万円

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

21年3月期 △5,229 △2,584 △704 31,897
20年3月期 21,008 △2,020 △4,797 42,100

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 2,713 31.4 1.8
21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 2,681 ― 1.8

22年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

37,000 △39.9 △3,400 ― △4,000 ― △4,000 ― △59.86

通期 81,000 △27.3 △4,300 ― △4,800 ― △5,000 ― △74.82
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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  
(注)詳細は、11ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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） 

(注)詳細は、「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」24ページをご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益又は当期純損失（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 68,292,340株 20年3月期 68,292,340株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,466,684株 20年3月期  664,940株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 91,492 △24.5 1,640 △89.4 △1,489 ― △7,108 ―

20年3月期 121,232 4.2 15,515 7.2 13,940 △17.0 8,166 16.1

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

21年3月期 △105.67 ―

20年3月期 119.99 ―

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 159,543 137,078 85.9 2,051.29
20年3月期 187,847 149,057 79.4 2,204.10

（参考） 自己資本 21年3月期  137,078百万円 20年3月期  149,057百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した見通しであります。実際の業績は、経済情
勢、市場の動向、為替の変動等様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。  
 なお、連結業績予想に関する事項につきましては、７ページ「次期の見通し」をご参照ください。 

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 
累計期間

25,000 △54.8 △3,800 ― △4,000 ― △4,100 ― △61.35

通期 58,000 △36.6 △4,800 ― △4,600 ― △4,700 ― △70.33
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１．経営成績 
 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の概況 

当連結会計年度における世界経済は、米国のサブプライム・ローン問題に端を発した世界的な金融危機が、実体

経済に大きく波及した結果、先進地域と新興地域の双方において経済活動は大きく減速しました。とりわけ、リー

マン・ショック以降の下半期には、金融危機が深刻となり、投資金融、貿易金融等、事業に不可欠な資金の供給が

収縮する状況が、世界各地で生じました。 

我が国経済は、世界同時不況の影響を受け輸出が不振となり、景気の先行き不透明の中、設備投資は大きく減退

し、個人消費も落ち込みました。その結果、実質GDPは第１四半期（平成20年4月－６月期）から第３四半期（10月

－12月期）まで、３四半期連続でのマイナス成長となり、暦年でも平成20年の実質GDPは、前年比で0.7％のマイナ

スとなりました。 

米国経済は、戻し減税、投資減税等の米政府の景気刺激策もありましたが、第２四半期には景気は後退に転じ、

第３四半期以降は金融危機の深刻化を受けて、景気の後退傾向は一段と強まりました。為替面では、円の対ドル為

替レートは、期初から年度半ばまでは円安ドル高でしたが、第３四半期以降は、大幅な円高ドル安となりました。 

欧州経済は、西欧・中東欧の両地域において、金融危機に起因する景気低迷により、日本同様期初からマイナス

成長が続きました。また、下半期に入って景気減速はより顕著となりました。為替面では、円の対ユーロ為替レー

トは、期初から年度半ばまでは円安ユーロ高でしたが、第３四半期以降は、大幅な円高ユーロ安となりました。 

中国を含むアジアおよびその他新興地域の経済は、先進地域のマイナス成長との対比ではプラスの成長率を維持

しましたが、金融収縮による海外資金の引き上げと、先進輸出市場の大幅縮小の打撃を受け、経済成長率は大きく

低下しました。 

当社グループが提供する商品・サービスの対象市場である印刷業界では、世界同時不況が印刷物需要の減少をも

たらし、印刷市場も他産業同様に、世界的に大きく縮小しました。このような状況にあって、印刷業界の印刷機械

への設備投資意欲は、先進地域・新興地域の双方において後退し、とりわけ下半期以降は顕著な減退が見られまし

た。 

 

②連結業績結果 

このような厳しい事業環境の中、当社グループは、事業の根幹である技術開発・生産・販売・サービスの全プロ

セスを通じた「顧客感動企業」実現にむけて、いっそうの努力を傾けてまいりました。さらに、世界同時不況が鮮

明化した下半期に入ってからは、危機的経済状況に対応するための「緊急対策」を策定し、その実施に注力してま

いりました。 

まず上半期には、ドイツのデュッセルドルフで５月から６月にかけて開催された４年に一度の世界 大規模の印

刷関連機材展｢drupa2008｣で、｢付加価値の拡大｣、｢生産性の向上｣、｢小ロット・短納期対応｣、｢環境保護｣の観点

からのソリューションを提案し、欧州をはじめ世界的に営業活動を展開いたしました。その結果、当初の受注目標

をひとまずは達成することができましたが、その後の金融危機深刻化の影響で、納入の延期または受注のキャンセ

ルが発生したケースも出てまいりました。 

サービス面では、サービス・ネットワークの世界的拡大と、24時間以内の部品供給体制の構築を、いっそう推し

進めてまいりました。６月にはマレーシアのクアラルンプールに、９月にはチェコのプラハに、それぞれテクニカ

ル・サービスセンターを開設し、東南アジア地域と中・東欧地域の代理店網をサポートする、重要な技術サービス

拠点といたしました。 
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一方、下半期に入ってからは、リーマン・ショック以降の世界経済の収縮で国内外において受注が急減し、在庫

が増加してまいりました。このような非常事態に対応するために、平成20年８月から開始していた減産体制を強化

することといたしました。さらに11月からは、非常事態対応のための「緊急対策」として「LAWプロジェクト」（Leaning 

Against the Wind：逆風に向かって進む）の策定に着手しました。当「LAWプロジェクト」では、当連結会計年度

の第４四半期と、次期連結会計年度を合わせた、平成21年１月から平成22年３月までの15ヶ月を実施期間とした対

応策を実行することといたしました。 

 

以上の結果、当連結会計年度における受注高は88,845百万円（前連結会計年度比43.5％減）となりました。売上

高は111,405百万円（前連結会計年度比28.1％減）となり、営業利益は3,365百万円（前連結会計年度比81.7％減）

となりました。一方、急激な円高による為替差損が発生したため、経常利益は103百万円（前連結会計年度比99.3％

減）となりました。税金等調整前当期純損益は、投資有価証券評価損等の特別損失が1,572百万円生じ、1,384百万

円の損失（前連結会計年度は14,954百万円の利益）となりました。また、繰延税金資産の取り崩しなどもあり、当

期純損益は7,092百万円の損失（前連結会計年度は8,670百万円の利益）となりました。 

 

＜部門別売上高＞ 

             （単位：百万円）      

 

部   門 

前連結会計年度 

(19.4.1～20.3.31) 

当連結会計年度 

(20.4.1～21.3.31) 

増減率 

（％） 

印刷機械製造及び販

売部門 134,159 94,868

 

△29.3% 

修理加工及び中古製

品販売部門 20,679 16,536

 

△20.0% 

合   計 154,838 111,405 △28.1% 
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③地域別連結売上高の概況 

                          （単位：百万円） 

 

 

前連結会計年度 

(19.4.1～20.3.31) 

当連結会計年度 

(20.4.1～21.3.31) 

増減率（％） 

売上高 154,838 111,405 △28.1% 

国内 42,055 31,123 △26.0% 

米州 31,930 24,020 △24.8% 

欧州 43,475 32,348 △25.6% 

アジア 28,376 18,397 △35.2% 

内 

訳 

その他地域 9,000 5,514 △38.7% 

 

 国内売上高 

国内では、先進地域共通の印刷産業の成熟化に加えて、世界同時不況の要因が加わり、商業印刷の需要は大きく

減少しました。印刷需要の回復見通しの不透明さから、印刷業界は設備投資に対してきわめて慎重となり、とりわ

け下半期にはその傾向は顕著でした。このような状況下で、当社製品・サービスの受注と売上高は、ともに前連結

会計年度比で減少しました。 

売上高は、前連結会計年度では枚葉機の売上計上基準を出荷基準から検収基準へ変更したことで、売上高が低く

計上されるという一時的マイナス要因がありました。当連結会計年度は、売上計上基準変更の要因がなかったため、

前連結会計年度比ではその分が売上高増加要因でありましたが、当連結会計年度の売上高の減少幅が極めて大きか

ったため、売上高は前連結会計年度比で26.0％減少の31,123百万円となりました。 

 米州売上高 

米州のうち、米国では、金融危機が実体経済に大きく波及し、印刷業界の設備投資意欲は大きく低下しました。

下半期にはリーマン・ショックによる急激な信用収縮が、世界の他地域同様印刷会社の投資計画の延期や、受注の

キャンセルにつながりました。 

売上高は、日本同様枚葉機の売上計上基準を変更したことで、枚葉機の前連結会計年度売上高が低く計上されて

いましたが、当期間の枚葉機の売上高は、印刷業界の設備投資減少傾向を反映して、前連結会計年度を下回る結果

となり、売上高合計は、前連結会計年度比34.8％減少し、17,960百万円となりました。 

中南米地域では、下半期には世界同時不況の影響で受注は急減しましたが、上半期までに受注残が伸びていたた

め、売上高は前連結会計年度比38.6％増加の6,059百万円となりました。その結果、米州全体としては、売上高は

前連結会計年度比24.8％減少の24,020百万円となりました。 

 欧州売上高 

欧州では、成熟市場の西欧先進地域と、成長市場である中・東欧及び周辺地域の双方において、急速な景気減速

と、金融危機による金融機関の融資機能の極端な低下の結果、受注・売上高ともに、前連結会計年度比で大きく減

少しました。売上高全体では前連結会計年度比25.6％減少の32,348百万円となりました。 

 アジア売上高 

アジアにおいても、中華圏・アセアン・インドなどすべての地域で、世界的金融危機と輸出先市場である欧米の

景気悪化の影響を受け、売上高は前連結会計年度を大きく下回り、前期比35.2％減少の18,397百万円となりました。 

 その他地域売上高 

その他地域では、前連結会計年度にオセアニア・中近東地域で売上が大きく伸びた反動と、当連結会計年度の世

界同時不況による売上不振で、売上高は前期比38.7％減少の5,514百万円となりました。 
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④特記事項 

当連結会計年度の特記すべき事項は次の通りであります。 

第一には、昨年９月に着工し、本年９月下旬の稼動をめざして建設をすすめている「つくば第三期工事」が挙げ

られます。当工事は、生産ラインや研究開発施設を中心に、延床面積約27,000平方メートルの増築を行うもので、

完成後のつくばプラントは現在の1.7倍にあたる約64,000平方メートルになる予定です。当工事の目的は、現在つ

くば（中型枚葉機）・関宿（輪転機）の２拠点に分散しているそれぞれの設計・組み立て機能をつくばプラントに

集約することにより、「開発・生産の効率化」、「品質の向上｣、「調達・生産コストの削減」を目指すものです。 

なお、当初計画では重要目標のひとつとして掲げていた「生産能力の増強」に関する設備投資は延期し、現在推

進中の「LAWプロジェクト」と呼応すべく、上記「効率化」、「品質向上」、「コスト削減」の実現を 優先する

ことといたしました。 

第二には、当初は平成21年８月オープン予定で、つくばプラント敷地内で建設を計画していた「小森グラフィッ

クテクノロジーセンター」（略称：KGC）の別棟建築を延期し、「つくば第三期工事」の増築スペースにその機能

をもうけることとしたことです。同センターは、印刷および印刷機械技術の構築と技能研修に係る当社グループの

中核的機関として位置付けられることになり、その具体的機能は、 

①顧客への小森システムの品質評価と販売促進 

②印刷技術の教育（ハード・ソフト） 

③全世界のサービスならびに生産技術者のトレーニング 

④印刷技術の研究（産学ならびに印刷資材/周辺機器メーカーとの協同を含む） 

であり、これらを通じて印刷技術のさらなる発展を目指してまいります。 

 

なお、昨年６月24日開催の第62回定時株主総会において決議いただきました自己株式の取得（取得枠 当社普通

株式 80万株 取得価額の総額 2,500百万円）につきましては、本年３月末までに取得株式80万株、取得価額の

総額1,049百万円を実施いたしました。 
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⑤次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、世界的な景気後退の影響が長引くことが懸念されており、設備投資の低迷と為替

動向の不透明さが、企業収益等に深刻な影響を及ぼすと予想されます。 

この様な非常に厳しい事業環境の中、当社グループといたしましては、収益改善に向け、後述の「３.経営方針

（2）会社の対処すべき課題及び中期的な会社の経営戦略と目標とする経営指標」に記載の「LAWプロジェクト」を

強力に推進してまいります。 

以上により、次期（64期）の連結業績予想は以下のとおりであります。 

 

＜連結業績予想＞ 

（単位：百万円） 

 
当連結会計年度 

（20.4.1～21.3.31） 

次期連結会計年度 

（21.4.1～22.3.31） 
増減率 

売上高 111,405 81,000 △27.3%  

営業利益 3,365 △4,300 － 

経常利益  103 △4,800 － 

当期純利益  △7,092 △5,000 － 

次期の為替レートは、１米ドル＝95円、１ユーロ＝125円を想定しております。 

 

なお、上記連結業績見通しは、当社グループが現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実

際の業績は見通しと大きく異なる場合もあります。業績の変動要因となりうる主な項目は以下の通りでありますが、

これらに限られたものではありません。 

・主要市場における経済情勢の急激な変動 

・米ドル、ユーロを中心した対円為替相場の変動 

 当社グループは、海外売上比率が70%を超えており、為替変動の影響を受けやすい構造となっております。先物

為替予約等でヘッジすることによりリスクの合理的な軽減を図っておりますが、大幅な変動が生じた場合には、経

営成績に重大な影響をおよぼす可能性があります。 

・市場における製品需給の急激な変動 

・日本の株式市場の変動 
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(2) 財政状態に関する分析 

 

①資産・負債・純資産の状況 

資産は前連結会計年度末に比べ30,899百万円減少して180,875百万円、負債は18,850百万円減少して37,060百万

円、純資産は12,048百万円減少して143,814百万円となりました。 

資産の減少の主たる要因としては、現金及び預金の10,050百万円の減少、売上の減少に伴う受取手形及び売掛金

の16,549百万円の減少、投資有価証券の時価下落に伴う投資有価証券の3,000百万円の減少、繰延税金資産の取り

崩しに伴う繰延税金資産の4,737百万円の減少等があります。 

負債の減少の主たる要因としては、受注の減少に伴う生産調整による支払手形及び買掛金の15,037百万円の減少、

当期損失による未払法人税等の3,193百万円の減少等があります。 

純資産の減少の主たる要因としては、当期純損失による利益剰余金の9,793百万円の減少、上場株式の株価下落

によるその他有価証券評価差額金の1,122百万円の減少、自己株式取得による1,052百万円の減少等があります。 

 

②連結キャッシュ・フローの状況 

     （単位：百万円） 

 

期 別 

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 

当連結会計年度 

(20.4.1～21.3.31) 

 

△5,229 △2,584

 

△704 31,897

前連結会計年度 

(19.4.1～20.3.31) 

 

21,008 △2,020

 

△4,797 42,100

前連結会計年度比増減 △26,238 △563 4,093 △10,202

 

営業活動の資金は、前連結会計年度が21,008百万円の資金増加であったのに比較し、当連結会計年度は5,229百

万円の資金減少となり、前連結会計年度比では26,238百万円の減少となりました。資金増減の主な内訳は、資金減

少が、税金等調整前当期純損失1,384百万円、棚卸資産の増加額6,652百万円、仕入債務の減少額14,297百万円、及

び法人税等の支払額6,227百万円であり、資金増加が、減価償却費2,921百万円の戻入れ、為替差損3,695百万円の

戻入れ、投資有価証券評価損1,171百万円の戻入れ、及び売上債権の減少額13,370百万円であります。 

投資活動に使用された資金は、前連結会計年度に比べ563百万円増加し、2,584百万円となりました。資金減少の

主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得4,713百万円であり、資金増加の主な内訳は、保険積立金解約を主とす

るその他の収入2,314百万円であります。 

財務活動に使用された資金は、前連結会計年度に比べ4,093百万円減少し、704百万円となりました。資金減少の

主な内訳は、自己株式の取得による純増額1,051百万円と配当金の支払2,697百万円であり、資金増加の主な内訳は

短期借入金の純増3,404百万円であります。 

以上の結果、当連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ10,202百万円減少し、

31,897百万円となりました。 
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なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （19.4.1～20.3.31） （20.4.1～21.3.31）

自己資本比率 73.6% 79.5%

時価ベースの自己資本比率 66.1% 29.7%

債務償還年数 0.06年 －年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 200.4        － 

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 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

（63期については、営業キャッシュ・フローがマイナスのため数値は表示しておりません） 

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 

（63期については、営業キャッシュ・フローがマイナスのため数値は表示しておりません） 

上記項目については、いずれも連結ベースの財務数値により計算されており、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・フローの金額を使用しております。 

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。 

 

（3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は、長期的展望に立ち、経営基盤の充実と将来の事業拡大のための内部留保の確保を念頭に置きながら、株

主の皆様に対し安定した利益還元を継続的に行うことを 重要課題の一つと認識しております。この方針のもと、

配当につきましては、当期純利益（連結）の30％の配当性向を目指して努力してまいります。また、自己株式の取

得についても、１株当たり株主価値の向上を通じた株主還元として、適宜実施したいと考えております。なお、自

己株式の消却に関しては、保有残高や資本政策を勘案して必要に応じて実施していく予定であります。 

当期につきましては、業績は厳しい結果となりましたが、安定配当を優先させ期末配当金を前年同額の１株当た

り20円とさせていただくべく、第63回定時株主総会に付議することを取締役会にて決議いたしました。また、次期

の配当につきましては、業績の推移を見守った上で判断したいと思いますが、業績は更に厳しくなるものと考え１

株当たり中間配当金10円、期末配当金10円、合計20円を予定しております。 
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（4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績および財政状態に異常な変動をもたらす可能性のある事項として以下のようなものが

あります。 

①当社グループの海外売上比率は70％を超えており、為替変動の影響を受けやすい構造となっております。主要な

海外市場は、欧州、米国、アジアでありますが、特定の地域への極端な偏重はありません。また、先物為替予約

等でヘッジすることによりリスクの合理的な軽減を図っております。しかしながら、大幅な変動が生じた場合に

は、経営成績に重大な影響をおよぼす可能性があります。 

②当社グループは、印刷機械の専業メーカーであり、主にオフセット印刷機の生産、販売、修理加工をしておりま

す。印刷機械の需要は、タイムラグはあるものの基本的には景気動向に強く影響されます。即ち、景気の悪化が

当社のお客様の設備の稼動状況ひいては設備投資の意思決定に大きな影響を与えます。従って、当社グループの

主要市場である日本、欧州、米国、アジアにおいて景気が大幅に悪化することになれば、当社グループの経営成

績に重大な影響をおよぼす可能性があります。 

③印刷機械の市場では、お客様に製品を販売するにあたり、販売金融をつけることが競争上重要なファクターとな

っております。そのため、当社グループは、製品を購入いただいたお客様のリース会社および提携銀行への債務

に対して必要な都度債務保証を実施しております。過去の損失発生実績率あるいは個別に検討して算出した損失

見込額をベースにして引当金を計上しておりますが、景気が大幅に悪化した場合には保証先のお客様の経営破綻

の可能性もあり、当社の経営成績および財政状態に影響を与えるおそれがあります。 
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２．企業集団の状況 

当グループは、当社、子会社17社で構成され印刷機械の製造販売を主な事業の内容とし、更に事業に関連するフ

ァイナンスの提供並びに不動産管理等のサービスを行っております。 

 

主要なグループ会社の事業に係わる位置付け及び事業との関連は、次のとおりであります。 
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３．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、高い「経営品質」による「顧客感動創造活動」を通じて、世界中のお客様に感動していただけ

る製品とサービスを提供し続けることにより、社会文化の発展に寄与していくことを基本理念としております。 

また、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、社員とその家族など、すべてのステークホルダーの信

頼と期待に応えるとともに、共存共栄を図ることを行動指針として活動しております。 

 

（2）会社の対処すべき課題及び中期的な会社の経営戦略と目標とする経営指標 

世界同時不況への対応策として、現在当社グループが取組んでおります「LAWプロジェクト」は、「重要顧客の

維持」、「健全なバランスシートの確保」、「キャッシュ・フローの創出」を基本方針とし、次の８つの対応策を

推進しております。 

①有望市場にターゲットを明確にした販売の展開 

②在庫削減を目的とした生産調整の実施 

③徹底した固定費の削減（拠点統廃合、経費抑制、人的施策等） 

④製造原価低減によるコスト競争力の強化 

⑤開発テーマの厳選による投資効果の 大化と研究開発費の抑制 

⑥設備投資の抑制 

⑦知覚品質の向上と品質管理の徹底による費用の削減 

⑧売掛債権回収の促進 

以上の対応策の成果として、次期では当期比で、12,000百万円のコスト削減を目標としております。 

また、当社が中長期的に取り組むべき課題としては、世界の印刷業界を取り巻く次のような大きなトレンドへの

対応があります。 

まず、日本を含む欧米先進地域では印刷業界が成熟化し、長期的傾向としては成長が鈍化しつつあります。一方、

BRICsを中心とする新興地域では成長する内需に先進地域への輸出需要が加わり、印刷業界は長期的には成長基調

にあります。 

また、電子メディアが世界的に急拡大していく中で、紙メディアとの競争・共生が生じております。 

これらの事業環境の変化が、印刷物の価格、納期、印刷量、印刷品質等に大きな影響をおよぼしつつあり、当社

グループとしては、次の５点に注力していくことが重要と考えています。 

①当社グループが提供する商品・サービスに対する市場・顧客のメッセージを的確に受け止め実現する「顧客感動企

業創造活動」を強化いたします。 

②海外売上比率のいっそうの高まりに対応して、事業のさらなるグローバル化を進めます。特に、これまで海外活動

の中心であった欧米市場では更なるシェアアップを図るとともに、新興地域での活動を強化いたします。 

③旧来の設計品質、製造品質といった品質管理に加え、顧客が認める総合的品質（知覚品質）の向上を実現いたしま

す。 

④コスト競争力を高める活動を推進します。 

⑤環境、安全、システム効率、稼働率等、時代と顧客の要望をさらに反映した商品を開発できるよう、投資効果を

大化しつつ商品開発機能を再構築してまいります。 

以上の中長期的課題を視野に入れつつ、今期を 終年度として進めてまいりました第２期中期経営計画の経営理

念である「顧客感動企業の実現」を、今後も継続して志向し、経営基盤の強化を図ってまいります。 

次期第３期中期経営計画の策定・実行は当面延期し、「LAWプロジェクト」の成果を踏まえた上で対応する考え

であります。 

また、当社グループは「グループ企業行動憲章」に従い、コンプライアンスのさらなる徹底と内部統制の強化に

努め健全な経営を推進してまいります。 
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4.その他、会社の経営上重要な事項 

特に該当する事項はありません。 
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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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 42,018 31,967

受取手形及び売掛金 50,275 33,725

有価証券 2,105 1,338

たな卸資産 43,116 －

商品及び製品 － 30,162

仕掛品 － 8,345

原材料及び貯蔵品 － 7,511

1年内満期保険積立金 782 899

繰延税金資産 7,750 2,993

その他 4,418 5,467

貸倒引当金 △437 △604

流動資産合計 150,030 121,807

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,662 24,318

減価償却累計額 △14,772 △15,205

建物及び構築物（純額） 9,890 9,112

機械装置及び運搬具 23,327 23,068

減価償却累計額 △17,804 △18,016

機械装置及び運搬具（純額） 5,523 5,051

土地 17,522 17,465

建設仮勘定 126 3,185

その他 7,694 8,518

減価償却累計額 △6,617 △7,424

その他（純額） 1,077 1,094

有形固定資産合計 34,141 35,908

無形固定資産 1,024 1,254

投資その他の資産   

投資有価証券 8,937 5,937

長期貸付金 406 258

長期預金 4,820 4,750

繰延税金資産 100 120

保険積立金 11,193 9,763

その他 1,818 1,838

貸倒引当金 △697 △763

投資その他の資産合計 26,578 21,904

固定資産合計 61,744 59,067

資産合計 211,774 180,875
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,817 15,779

短期借入金 1,186 3,822

未払法人税等 3,623 429

賞与引当金 1,301 948

製品保証引当金 1,883 1,170

債務保証損失引当金 2,068 2,261

役員賞与引当金 61 －

割賦利益繰延 210 197

設備関係支払手形 108 58

事業構造改善引当金 － 87

移転損失引当金 － 45

その他 12,804 10,700

流動負債合計 54,065 35,501

固定負債   

繰延税金負債 570 －

役員退職慰労引当金 403 3

退職給付引当金 506 610

ポイント引当金 295 198

環境対策引当金 － 10

その他 69 736

固定負債合計 1,845 1,559

負債合計 55,911 37,060

純資産の部   

株主資本   

資本金 37,714 37,714

資本剰余金 37,797 37,797

利益剰余金 81,579 71,785

自己株式 △1,393 △2,444

株主資本合計 155,697 144,852

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,322 199

為替換算調整勘定 △1,156 △1,238

評価・換算差額等合計 165 △1,038

純資産合計 155,863 143,814

負債純資産合計 211,774 180,875
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(2) 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 154,838 111,405

売上原価 99,840 75,149

割賦販売未実現利益戻入額 89 60

割賦販売未実現利益繰入額 40 47

売上総利益 55,047 36,268

販売費及び一般管理費 36,697 32,902

営業利益 18,349 3,365

営業外収益   

受取利息 538 305

受取配当金 195 212

保険返戻金 15 45

投資有価証券売却益 5 －

その他 675 588

営業外収益合計 1,429 1,152

営業外費用   

支払利息 104 115

たな卸資産廃棄損 143 74

損害賠償金 481 36

たな卸資産評価損 202 －

為替差損 2,850 3,725

その他 463 461

営業外費用合計 4,246 4,413

経常利益 15,532 103

特別利益   

固定資産売却益 329 27

貸倒引当金戻入額 204 27

債務保証損失引当金戻入額 75 29

特別利益合計 609 84

特別損失   

固定資産売却損 55 1

固定資産除却損 49 35

減損損失 944 －

投資有価証券評価損 － 1,171

過年度損益修正損 138 －

事業構造改善引当金繰入額 － 97

事業構造改善費用 － 267

特別損失合計 1,187 1,572

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

14,954 △1,384

法人税、住民税及び事業税 7,093 449

過年度法人税等 － 253

法人税等調整額 △809 5,005

法人税等合計 6,283 5,707

当期純利益又は当期純損失（△） 8,670 △7,092
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(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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 37,714 37,714

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 37,714 37,714

資本剰余金   

前期末残高 37,797 37,797

当期変動額   

自己株式の処分 1 －

自己株式の消却 △1 －

当期変動額合計 － －

当期末残高 37,797 37,797

利益剰余金   

前期末残高 79,623 81,579

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △3

当期変動額   

剰余金の配当 △2,524 △2,697

当期純利益又は当期純損失（△） 8,670 △7,092

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △4,190 －

当期変動額合計 1,955 △9,789

当期末残高 81,579 71,785

自己株式   

前期末残高 △3,428 △1,393

当期変動額   

自己株式の取得 △2,159 △1,052

自己株式の処分 3 1

自己株式の消却 4,192 －

当期変動額合計 2,035 △1,051

当期末残高 △1,393 △2,444

株主資本合計   

前期末残高 151,706 155,697

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △3

当期変動額   

剰余金の配当 △2,524 △2,697

当期純利益又は当期純損失（△） 8,670 △7,092

自己株式の取得 △2,159 △1,052

自己株式の処分 4 0

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 3,990 △10,840

当期末残高 155,697 144,852
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 2,830 1,322

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,507 △1,122

当期変動額合計 △1,507 △1,122

当期末残高 1,322 199

為替換算調整勘定   

前期末残高 △557 △1,156

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △598 △81

当期変動額合計 △598 △81

当期末残高 △1,156 △1,238

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,272 165

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,106 △1,204

当期変動額合計 △2,106 △1,204

当期末残高 165 △1,038

純資産合計   

前期末残高 153,978 155,863

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △3

当期変動額   

剰余金の配当 △2,524 △2,697

当期純利益 8,670 △7,092

自己株式の取得 △2,159 △1,052

自己株式の処分 4 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,106 △1,204

当期変動額合計 1,884 △12,045

当期末残高 155,863 143,814
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(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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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（△）

14,954 △1,384

減価償却費 2,784 2,921

減損損失 944 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △564 310

賞与引当金の増減額（△は減少） 106 △352

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16 151

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12 △61

受取利息及び受取配当金 △733 △518

支払利息 104 115

為替差損益（△は益） 4,186 3,695

投資有価証券売却損益（△は益） △5 4

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,171

保険返戻金 △15 △45

売上債権の増減額（△は増加） 12,817 13,370

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,858 △6,652

仕入債務の増減額（△は減少） △1,148 △14,297

未払消費税等の増減額（△は減少） － 533

その他 △2,176 1,625

小計 29,367 586

利息及び配当金の受取額 751 526

利息の支払額 △142 △115

法人税等の支払額 △8,967 △6,227

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,008 △5,229

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 △960 △1,664

定期預金の払戻による収入 1,174 1,942

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,543 △4,713

有形及び無形固定資産の売却による収入 931 97

有価証券の償還による収入 － 300

投資有価証券の取得による支出 △890 △129

投資有価証券の売却による収入 16 84

貸付金の回収による収入 112 147

その他の支出 △598 △962

その他の収入 737 2,314

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,020 △2,584

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 1,967 5,383

短期借入金の返済による支出 △1,742 △1,979

長期借入れによる収入 － 7

長期借入金の返済による支出 △342 △118

リース債務の返済による支出 － △248

自己株式の純増減額（△は増加） △2,155 △1,051

配当金の支払額 △2,524 △2,697

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,797 △704
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,422 △1,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,768 △10,202

現金及び現金同等物の期首残高 29,332 42,100

現金及び現金同等物の期末残高 42,100 31,897
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継続企業の前提に関する注記 

 

該当事項はありません。 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１．連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社  ･･･････････ １５社 

（2）非連結子会社  ･････････  ２社 

（3）非連結子会社を連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社である㈱小森興産及びコモリ・アジア・テクニカル・サービスセンターSdn.Bhd.は小規模会社

であり、総資産・売上高・当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結財務諸表に重要な影響

をおよぼしていないものとして連結の範囲より除外いたしました。 

 

２．持分法の適用に関する事項   

非連結子会社２社は、当期純損益及び利益剰余金等におよ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、両会社に対する投資については持分法を適用せず、原価法により評価しております。 

 

３．連結子会社の事業年度に関する事項 

連結子会社のうち、小森印刷机械（深圳）有限公司の事業年度末日は 12 月 31 日であり、連結財務諸表の作

成にあたっては、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。同社以外の連結

子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。 

 

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) 有価証券 

     その他有価証券  

     時価のあるもの -------------- 決算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しております。）   

     時価のないもの -------------- 移動平均法による原価法  

 なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な 近

の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。   

   (2) 棚卸資産 

      製品------------------------ 個別法による原価法（収益性の低下に伴う簿価切下げ）  

      原材料 --------------------- 主として先入先出法による原価法（収益性の低下に伴う簿価切下げ）  

      仕掛品 ----------------------個別法による原価法（収益性の低下に伴う簿価切下げ） 

  (3) デリバティブ取引----------------  時価法        

 

〈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。なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 

ただし、当社及び（株）小森マシナリーでは平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）

については、定額法によっております。 
 

（追加情報） 
当社及び国内連結子会社は、平成 20 年度税制改正を契機に生産に供している機械装置について耐用年

数を見直し、当連結会計年度から有形固定資産の減価償却費については、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に比べて、営業利益は 49 百万円減少し、経常損失、

税金等調整前当期純損失は 49 百万円、それぞれ増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

   

（2）無形固定資産（リース資産を除く） 

のれん------------------- 台湾小森股份有限公司は 1０年の均等償却 

自社利用ソフトウェア----- 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法 

その他------------------- 定額法 
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（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によっております。 

 

〈３〉重要な引当金の計上基準  

   (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、主として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。  

    (2) 賞与引当金  

当社及び国内連結子会社は、従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会

計年度負担分を計上しております。 

   (3) 製品保証引当金  

  契約上の保証期間内の無償修理費の支出に備えるため、過去の売上高に対する無償修理費の実績率に基づ

いて算定した金額の他、必要に応じて個別の無償修理見込額を計上しております。 

   (4) 債務保証損失引当金 

  当社及び海外連結子会社の一部では、製品を購入した顧客のリース会社及び提携銀行への債務に対して

当社及び当該子会社がそれぞれ実施した債務保証に備えるため、損失発生実績率に基づいて算定した必要

額の他、必要に応じて損失発生の可能性を個別に検討して算定した損失見込額を計上しております。 

(5) 移転損失引当金   

当社相模サービス部の移転に伴い発生する損失に備えるため、作業費および原状回復費、固定資産除却損

等の損失見込額を計上しております。 

(6) 事業構造改善引当金   

海外連結子会社の事業構造改善に伴う費用および損失に備えるため、今後発生が見込まれる費用及び損失

について、合理的に見積もられる金額を計上しております。 

(7) 役員退職慰労引当金 

国内連結子会社の一部は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づいて算定した金額を計上し

ております。 

（追加情報） 
当社は第 62 回定時株主総会（平成 20 年６月 24 日開催）において、役員退職慰労金制度の廃止および

打切り支給を決議しております。これに伴い、当該総会までの期間に対応する役員退職慰労金相当額のう

ち、当連結会計年度末において未支給の金額464百万円については固定負債のその他に計上しております。 

(8) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、主として、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

なお、当連結会計年度に発生した過去勤務債務については、当連結会計年度において全額償却しておりま

す。 

また、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（15

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

（追加情報） 
当社（海外支店を除く）は、平成 21 年４月１日付で、税制適格退職年金制度を確定給付年金制度に移

行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理基準」（企業会計基準適用指針第１号）及び「退職給付

制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号）を適用しております。なお、

この変更に伴う損益への影響額は軽微であります。 

(9) ポイント引当金 

販売促進を目的とするキャンペーン制度の実施により発行されたポイントについて、将来利用された際の

損失に備えるため、当該見込金額を計上しております。 

(10)環境対策引当金 

保管中のポリ塩化ビフェニルの撤去、処分等に関する支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額

を計上しております。 
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〈４〉重要な外貨建の資産又は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、海外連結子会社等の資産および負債は、期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

およ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に含めてお

ります。 

 

〈５〉その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 

 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

    連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、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。 
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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 

 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

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

を当連結会計年度から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

に変更しております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響額は軽微であります。 

 

（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の適用） 

 「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」（企業会計基準委員会 平成18年５

月17日 実務対応報告第18号）を当連結会計年度から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響額は軽微であります。 

 

（リース取引に関する会計基準等の適用） 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業

会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 

終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当連結会計年度から適用し、所有権移転外ファイナ

ンス・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から通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっ

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、期首に

前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）を取得

価額として取得したものとしてリース資産に計上する方法によっております。 

 この適用による、当連結会計年度末の総資産への影響は軽微であり、当連結会計年度の損益への影響はありま

せん。 

 

 

表示方法の変更 

 

財務諸表等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棚卸資産として掲記されたものは、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、前連結会計年度の棚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23,546百万円、

12,083百万円、7,486百万円であります。 
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注記事項 

 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

  

保証債務 

19,253百万円

保証債務 

15,050百万円
  

 
 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

発行済株式  

 普通株式 68,292,340 － － 68,292,340

 合計 68,292,340 － － 68,292,340

自己株式  

 普通株式 664,940 802,410 666 1,466,684

 合計 664,940 802,410 666 1,466,684
  
（自己株式の変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取請求による増加 2,410株 

 自己株式の買付による増加    800,000株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少  666株 

 

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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６月24日
定時株主総会 

普通株式 1,352 20 平成20年３月31日 平成20年６月25日

平成20年10月31日
取締役会 

普通株式 1,344 20 平成20年９月30日 平成20年11月28日

 

(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 

決議 株式の種類 配当の原資
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23日
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,336 20 平成21年３月31日 平成21年６月24日
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 (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19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

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 

（平成20年３月31日現在）

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 

（平成21年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 42,018

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金  

△1,668

有価証券勘定（譲渡性預金） 1,750

現金及び現金同等物 42,100

  

（百万円）

現金及び預金勘定 31,967

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金  

△1,390

有価証券勘定（譲渡性預金） 1,320

現金及び現金同等物 31,897
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

当社グループの事業は印刷機械の製造、販売ならびに修理加工等を行なっており、単一のセグメントに基づ

いております。このため事業の種類別セグメント情報は開示しておりません。 

 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当社グループの事業は印刷機械の製造、販売ならびに修理加工等を行なっており、単一のセグメントに基づ

いております。このため事業の種類別セグメント情報は開示しておりません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

 
日本 

(百万円) 

米州 

(百万円)

欧州 

(百万円)

その他地域

(百万円)

計 

(百万円) 

消去 

又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益    

 売上高    

 (1)外部顧客に対する売
上高 

66,741  26,910 51,759 9,427 154,838  －  154,838 

 (2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

54,497  54 303 49 54,904  （54,904） － 

計 121,239  26,964 52,063 9,476 209,743  （54,904） 154,838 

 営業費用 104,667  26,343 51,373 9,138 191,524  （55,035） 136,489 

 営業利益 16,571  620 689 337 18,219  130  18,349 

Ⅱ 資産 194,241  23,803 39,607 3,723 261,376  （49,602） 211,774 

(注) １ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

① 国又は地域の区分の方法 ……………………地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する主な国又は地域      米州：アメリカ合衆国 

                      欧州：オランダ・イギリス・フランス 

                      その他地域：香港・台湾・オーストラリア 

３ 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、16,537 百万円でありその主なものは当社で

の余資運用資金(預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券及び長期預金)に係る資産等でありま

す。 

４ 会計方針の変更 

（売上計上基準） 

 当連結会計年度より、当社グループの製造する枚葉機の売上計上基準を従来の出荷基準から検収基準

に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に比べて、「日本」において売上高は 1,060 百万円、

営業利益は 288 百万円、「米州」において売上高は 1,427 百万円、営業利益は 198 百万円、「欧州」にお

いて売上高は 614 百万円、営業利益は 47 百万円、「その他地域」において売上高は 389 百万円、営業利

益は 10 百万円、それぞれ減少しております。また、「消去又は全社」において営業利益は 431 百万円減

少しております。 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

 当連結会計年度より、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産の減価償却費については、改

正後の法人税法に基づく方法に変更しております。また、平成 19 年３月 31 日以前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額までの償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

この変更に伴い、従来の方法に比べて、「日本」において営業費用が 199 百万円増加し、営業利益が同額

減少しております。 
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 

 
日本 

(百万円) 

米州 

(百万円)

欧州 

(百万円)

その他地域

(百万円)

計 

(百万円) 

消去 

又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益    

 売上高    

 (1)外部顧客に対する売
上高 

51,240  16,716 36,865 6,582 111,405  －  111,405 

 (2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

40,298  67 831 142 41,340  （41,340） － 

計 91,539  16,783 37,697 6,725 152,745  （41,340） 111,405 

 営業費用 89,424  16,551 38,575 6,640 151,193  （43,154） 108,039 

 営業利益 2,115  231 △878 84 1,552  1,813  3,365 

Ⅱ 資産 166,453  18,821 31,169 3,275 219,719  （38,844） 180,875 

(注) １ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

① 国又は地域の区分の方法 ……………………地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する主な国又は地域      米州：アメリカ合衆国 

                      欧州：オランダ・イギリス・フランス 

                      その他地域：香港・台湾・オーストラリア 

３ 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、13,555百万円でありその主なものは当社で

の余資運用資金(預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券及び長期預金)に係る資産等でありま

す。 

４ 追加情報 

（有形固定資産の減価償却方法） 

 当社および国内連結子会社は、平成 20 年度税制改正を契機に生産に供している機械装置について耐用

年数を見直し、当連結会計年度から有形固定資産の減価償却費については、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に比べて、「日本」において営業費用が 49 百万

円増加し、営業利益が同額減少しております。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

 米州 欧州 アジア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 31,930 43,475 28,376 9,000  112,783 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  154,838 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

20.6 28.1 18.3 5.8  72.8 

(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

① 国又は地域の区分の方法 ……………………地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する主な国又は地域      米州：アメリカ合衆国・カナダ・ブラジル 

                        欧州：オランダ・イギリス・フランス 

                        アジア：中国・香港・台湾 

３ 会計処理の変更 

 当連結会計年度より、当社グループの製造する枚葉機の売上計上基準を従来の出荷基準から検収基準

に変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法に比べて、海外売上高は、2,431百万円減少しており、その内訳は「米州」

において1,427百万円、「欧州」において614百万円、「アジア」において389百万円、それぞれ減少とな

っております。なお、「その他地域」において、影響はございません。 

 

 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 

 米州 欧州 アジア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 24,020 32,348 18,397 5,514  80,281 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  111,405 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

21.6 29.0 16.5 4.9  72.1 

(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

① 国又は地域の区分の方法 ……………………地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する主な国又は地域      米州：アメリカ合衆国・カナダ・ブラジル 

                        欧州：オランダ・イギリス・フランス 

                        アジア：中国・香港・台湾 
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(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

１ 繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（百万円）

繰延税金資産 

 資産の未実現利益 2,516

 貸倒引当金 216

 棚卸資産評価損 350

 研究開発費 2,424

 製品保証引当金 435

 役員退職慰労引当金 162

 未払事業税等 284

 減損損失 381

 その他 1,826

 小計 8,599

 評価性引当額 △85

 繰延税金資産合計 8,513

繰延税金負債 

 固定資産圧縮積立金 △306

 貸倒引当金（債権債務の消去に
伴う調整） 

△13

 その他有価証券評価差額金 △896

 その他 △17

 繰延税金負債合計 △1,233

繰延税金資産(負債)の純額 7,280

  

１ 繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（百万円）

繰延税金資産 

 資産の未実現利益 605

 貸倒引当金 253

 棚卸資産評価損 468

 研究開発費 2,879

 製品保証引当金 278

 減損損失 381

 税務上の繰越欠損金 1,222

 その他 1,893

 小計 7,982

 評価性引当額 △4,383

 繰延税金資産合計 3,598

繰延税金負債 

 固定資産圧縮積立金 △298

 貸倒引当金（債権債務の消去に
伴う調整） 

△10

 その他有価証券評価差額金 △135

 その他 △40

 繰延税金負債合計 △485

繰延税金資産(負債)の純額 3,113

  

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 

  当期は税金等調整前当期純損失を計上したため、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

の間の差異については、記載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 40.4

（調整） 

 交際費等永久に損金算入されな
い項目 

0.5

 受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△0.3

 住民税均等割 0.2

 繰越欠損金子会社の未認識税務
利益 

5.1

 海外連結子会社の税率差異 △2.6

 試験研究費等の特別税額控除 △0.8

 その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

42.0
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(有価証券関係) 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 種類 
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 3,611 6,581 2,970

(1)株式 2,725 1,973 △751

(2)債券 10 9 △0
連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 小計 2,735 1,983 △751

合計  6,346 8,565 2,218

 (注)その他有価証券で時価のある有価証券について減損処理はございません。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額 

（百万円） 

売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

11 5 －

 
 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

内容 
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 349

 優先出資証券 300

 投資事業有限責任組合 78

 譲渡性預金 1,750

計 2,477

 (注)時価評価されていない非上場株式について2百万円の減損処理を行っております。なお、減損処理金額の重要

性が乏しいため、連結損益計算書の「その他の営業外費用」に含めております。 

 

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連結決算日後における償還予定額 

 
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） 

その他有価証券  

 債券 － 9 － －

 その他 2,105 22 － －

合計 2,105 32 － －
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
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） 

(1)株式 1,745 3,048 1,302

(2)債券 10 10 0
連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 小計 1,755 3,058 1,302

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 3,361 2,393 △967

合計  5,116 5,451 335

 (注)その他有価証券で時価のある有価証券について1,171百万円の減損処理を行っております。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

89 1 5

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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 449

 投資事業有限責任組合 53

 譲渡性預金 1,320

計 1,823

 (注)時価評価されていない有価証券について減損処理はございません。 

 

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連結決算日後の償還予定額 

 
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） 

その他有価証券  

 債券 10 － － －

 その他 1,328 45 － －

合計 1,338 45 － －
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  
  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日  

  至 平成21年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社の一部は、確定給付型の制

度として、適格退職年金制度を設けております。また、

従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数

理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職

金を支払う場合があります。 

なお、一部の海外連結子会社でも確定給付型の制度

を設けております。 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社（海外支店除く）は、平成21年４月１日付で確

定給付年金制度に移行しております。 

国内連結子会社の一部は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度を設けております。また、従業

員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計

算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を

支払う場合があります。 

なお、一部の海外連結子会社でも確定給付型の制度

を設けております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △15,254百万円

年金資産 13,662百万円

未積立退職給付債務 △1,591百万円

未認識数理計算上の差異 1,744百万円

連結貸借対照表計上額純額 153百万円

前払年金費用 659百万円

退職給付引当金 △506百万円

(注)国内連結子会社の一部は、退職給付債務の算定にあ
たり、簡便法を採用しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △13,814百万円

年金資産 11,186百万円

未積立退職給付債務 △2,627百万円

未認識数理計算上の差異 2,740百万円

連結貸借対照表計上額純額 112百万円

前払年金費用 723百万円

退職給付引当金 △610百万円

(注)国内連結子会社の一部は、退職給付債務の算定にあ
たり、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 786百万円

利息費用 392百万円

期待運用収益 △431百万円

数理計算上の差異の費用処理額 103百万円

退職給付費用 850百万円

(注)簡便法によった場合にはすべて勤務費用に含めて
おります。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 955百万円

利息費用 374百万円

期待運用収益 △378百万円

数理計算上の差異の費用処理額 173百万円

過去勤務債務の費用処理額 6百万円

退職給付費用 1,130百万円

(注)簡便法によった場合にはすべて勤務費用に含めて
おります。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

割引率 主として2.0％ 

期待運用収益率 主として2.5％ 

数理計算上の差異の処理年数 15年 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

割引率 主として2.0％ 

期待運用収益率 主として2.5％ 

数理計算上の差異の処理年数 15年 
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(１株当たり情報) 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 2,304.73円

１株当たり当期純利益 127.39円

１株当たり純資産額 2,152.08円

１株当たり当期純損失 105.43円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については
１株当たり当期純損失であるため、また、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度末 

（平成20年３月31日) 

当連結会計年度末 

（平成21年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 155,863 143,814 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 155,863 143,814 

普通株式の発行済株式数（千株） 68,292 68,292 

普通株式の自己株式数（千株） 664 1,466 

期末の普通株式の数（千株） 67,627 66,825 

 

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

 連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)
（百万円） 

8,670 △7,092 

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)（百
万円） 

8,670 △7,092 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 68,061 67,268 
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(重要な後発事象) 

 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

重要な設備計画の決定 

 当社は、平成20年５月26日開催の取締役会において、生産体制の構築および生産能力の増強を目的とし
て、つくばプラント第三期設備投資計画を決議いたしました。 

１設備の内容 

  工場増築(現つくばプラント内)および組立メインラインの延長 

２設備導入時期 

  着工予定時期 平成20年９月 

  完成予定時期 平成21年12月 

３投資予定総額 約100億円 

４資金調達方法 自己資金 

５効果 

  50％の生産能力増強、製造コストの削減、品質の向上 

 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

(開示の省略) 

 リース取引、デリバティブ取引及び関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の
必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたしました。 
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（生産、受注及び販売の状況） 

１. 生産の状況 

生産実績 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 
区分 

金額（百万円） 金額（百万円） 

印刷機械製造及び販売部門 126,546 87,859

修理加工及び中古製品販売部門 23,155 17,492

合計 149,701 105,351

(注) １ 金額は平均販売価格で表示しております。 

   ２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３ 生産高の内、外貨建分については連結会計年度期中平均レートにて換算しております。 

 

２. 受注の状況 

受注高 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 
区分 

金額（百万円） 金額（百万円） 

印刷機械製造及び販売部門 136,601 71,913

修理加工及び中古製品販売部門 20,669 16,932

合計 157,271 88,845

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 上記金額に含まれる外貨建部分については、連結会計年度期中平均レートにて換算しております。 

 

期末受注残高 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 
区分 

金額（百万円） 金額（百万円） 

印刷機械製造及び販売部門 57,649 31,995

修理加工及び中古製品販売部門 1,098 1,344

合計 58,748 33,339

(注) １ 見込み受注分は含まれておりません。 

   ２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３ 上記金額に含まれる外貨建部分については、期末日レートにて換算しております。 

 

３. 販売の状況 

販売実績 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 
区分 

金額（百万円） 金額（百万円） 

印刷機械製造及び販売部門 134,159 94,868

修理加工及び中古製品販売部門 20,679 16,536

合計 154,838 111,405

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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４．財務諸表 
(1) 貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,941 21,728

受取手形 13,081 7,598

売掛金 53,016 38,969

有価証券 455 118

商品及び製品 8,646 13,012

仕掛品 7,691 5,437

原材料及び貯蔵品 4,383 4,619

前払費用 255 340

前渡金 0 －

1年内満期保険積立金 782 899

未収還付法人税等 － 2,155

繰延税金資産 3,999 969

その他 1,430 298

貸倒引当金 △8 △15

流動資産合計 120,675 96,133

固定資産   

有形固定資産   

建物 15,903 15,911

減価償却累計額 △8,541 △9,002

建物（純額） 7,361 6,908

構築物 1,883 1,883

減価償却累計額 △1,258 △1,328

構築物（純額） 625 554

機械及び装置 12,167 12,225

減価償却累計額 △8,934 △9,362

機械及び装置（純額） 3,232 2,863

車両運搬具 164 166

減価償却累計額 △100 △120

車両運搬具（純額） 63 46

工具、器具及び備品 4,617 4,801

減価償却累計額 △4,006 △4,360

工具、器具及び備品（純額） 610 441

土地 16,379 16,379

リース資産 － 865

減価償却累計額 － △516

リース資産（純額） － 348

建設仮勘定 124 3,118

有形固定資産合計 28,397 30,661

無形固定資産   

借地権 356 356

ソフトウエア 126 138

リース資産 － 16

ソフトウエア仮勘定 170 413

その他 189 168

無形固定資産合計 842 1,092
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,864 5,763

関係会社株式 3,641 3,238

出資金 27 27

長期貸付金 406 258

関係会社長期貸付金 9,988 7,170

繰延税金資産 － 51

長期預金 4,500 4,500

破産更生債権等 674 603

長期前払費用 33 19

保険積立金 11,193 9,763

前払年金費用 659 723

その他 310 300

貸倒引当金 △2,368 △765

投資その他の資産合計 37,931 31,655

固定資産合計 67,171 63,410

資産合計 187,847 159,543

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,728 1,726

買掛金 22,516 12,867

未払金 1,034 937

未払費用 678 553

未払法人税等 2,873 －

前受金 1,230 1,823

預り金 1,350 755

賞与引当金 1,080 770

製品保証引当金 1,008 552

債務保証損失引当金 494 566

役員賞与引当金 55 －

移転損失引当金 － 45

割賦利益繰延 210 197

設備関係支払手形 97 9

リース債務 － 195

その他 － 324

流動負債合計 37,357 21,323

固定負債   

リース債務 － 169

繰延税金負債 573 －

長期未払金 － 464

役員退職慰労引当金 396 －

退職給付引当金 167 299

ポイント引当金 295 198

環境対策引当金 － 10

固定負債合計 1,432 1,140

負債合計 38,789 22,464
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 37,714 37,714

資本剰余金   

資本準備金 37,797 37,797

資本剰余金合計 37,797 37,797

利益剰余金   

利益準備金 2,122 2,122

その他利益剰余金   

特別償却準備金 5 1

圧縮記帳積立金 358 354

別途積立金 67,550 67,550

繰越利益剰余金 3,581 △6,215

利益剰余金合計 73,617 63,811

自己株式 △1,393 △2,444

株主資本合計 147,735 136,878

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,322 199

評価・換算差額等合計 1,322 199

純資産合計 149,057 137,078

負債純資産合計 187,847 159,543
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(2) 損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

製品売上高 111,570 83,268

中古製品売上高 573 246

部品及び修理収入 9,087 7,977

売上高合計 121,232 91,492

売上原価   

製品売上原価 75,796 61,471

中古製品売上原価 510 228

部品及び修理原価 7,529 7,489

売上原価合計 83,836 69,189

割賦販売未実現利益戻入額 89 60

割賦販売未実現利益繰入額 40 47

売上総利益合計 37,444 22,316

販売費及び一般管理費   

販売手数料 87 288

販売出荷費 4,724 3,930

広告宣伝費 1,231 846

無償修理費 489 450

製品保証引当金繰入額 1,017 552

貸倒引当金繰入額 179 132

債務保証損失引当金繰入額 22 255

給料手当及び賞与 2,676 2,651

賞与引当金繰入額 267 199

役員賞与引当金繰入額 55 －

役員退職慰労引当金繰入額 31 81

ポイント引当金繰入額 269 36

減価償却費 245 231

研究開発費 5,764 5,576

その他の経費 4,865 5,442

販売費及び一般管理費合計 21,929 20,675

営業利益 15,515 1,640
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 471 340

割賦販売受取利息 32 13

有価証券利息 0 0

受取配当金 643 419

投資有価証券売却益 5 －

保険返戻金 15 45

技術指導料 360 300

雑収入 404 373

営業外収益合計 1,933 1,492

営業外費用   

支払利息 0 0

たな卸資産廃棄損 119 73

たな卸資産評価損 17 －

損害賠償金 246 21

為替差損 2,816 4,216

雑支出 308 311

営業外費用合計 3,508 4,622

経常利益又は経常損失（△） 13,940 △1,489

特別利益   

固定資産売却益 319 19

債務保証損失引当金戻入額 28 29

貸倒引当金戻入額 1,649 31

特別利益合計 1,996 79

特別損失   

減損損失 944 －

固定資産売却損 43 －

固定資産除却損 16 16

投資有価証券評価損 － 1,171

関係会社株式評価損 1,700 1,060

特別損失合計 2,704 2,247

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 13,232 △3,657

法人税、住民税及び事業税 6,188 17

過年度法人税等 － 267

法人税等調整額 △1,122 3,165

法人税等合計 5,065 3,450

当期純利益又は当期純損失（△） 8,166 △7,108
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 37,714 37,714

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 37,714 37,714

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 37,797 37,797

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 37,797 37,797

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の処分 1 －

自己株式の消却 △1 －

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 37,797 37,797

当期変動額   

自己株式の処分 1 －

自己株式の消却 △1 －

当期変動額合計 － －

当期末残高 37,797 37,797

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,122 2,122

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,122 2,122

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 9 5

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △4 △4

当期変動額合計 △4 △4

当期末残高 5 1
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

圧縮記帳積立金   

前期末残高 319 358

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △4 △3

圧縮記帳積立金の積立 42 －

当期変動額合計 38 △3

当期末残高 358 354

別途積立金   

前期末残高 65,550 67,550

当期変動額   

別途積立金の積立 2,000 －

当期変動額合計 2,000 －

当期末残高 67,550 67,550

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,163 3,581

当期変動額   

剰余金の配当 △2,524 △2,697

特別償却準備金の取崩 4 4

圧縮記帳積立金の取崩 4 3

圧縮記帳積立金の積立 △42 －

別途積立金の積立 △2,000 －

当期純利益又は当期純損失（△） 8,166 △7,108

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △4,190 －

当期変動額合計 △582 △9,797

当期末残高 3,581 △6,215

利益剰余金合計   

前期末残高 72,165 73,617

当期変動額   

剰余金の配当 △2,524 △2,697

特別償却準備金の取崩 － －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

圧縮記帳積立金の積立 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 8,166 △7,108

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △4,190 －

当期変動額合計 1,451 △9,805

当期末残高 73,617 63,811
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △3,428 △1,393

当期変動額   

自己株式の取得 △2,159 △1,052

自己株式の処分 3 1

自己株式の消却 4,192 －

当期変動額合計 2,035 △1,051

当期末残高 △1,393 △2,444

株主資本合計   

前期末残高 144,248 147,735

当期変動額   

剰余金の配当 △2,524 △2,697

当期純利益又は当期純損失（△） 8,166 △7,108

自己株式の取得 △2,159 △1,052

自己株式の処分 4 0

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 3,486 △10,856

当期末残高 147,735 136,878

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,830 1,322

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,507 △1,122

当期変動額合計 △1,507 △1,122

当期末残高 1,322 199

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,830 1,322

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,507 △1,122

当期変動額合計 △1,507 △1,122

当期末残高 1,322 199
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 147,078 149,057

当期変動額   

剰余金の配当 △2,524 △2,697

当期純利益又は当期純損失（△） 8,166 △7,108

自己株式の取得 △2,159 △1,052

自己株式の処分 4 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,507 △1,122

当期変動額合計 1,978 △11,979

当期末残高 149,057 137,078
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重要な会計方針 

 

１.資産の評価基準及び評価方法 
（１）有価証券 
  ①子会社株式 -----------------  移動平均法による原価法   
   ②その他有価証券  
    時価のあるもの ------------  決算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） 
     時価のないもの ------------- 移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみ

なされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な 近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法によっております。 
（２）棚卸資産       
  製品・仕掛品 ----------------- 個別法による原価法（収益性の低下に伴う簿価切下げ） 
  原 材 料 ---------------------- 先入先出法による原価法（収益性の低下に伴う簿価切下げ） 
（３）デリバティブ取引------------- 時価法 
 

２.固定資産の減価償却の方法 
（１）有形固定資産（リ－ス資産を除く） 
定率法によっております。 
 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 
ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。 
（追加情報） 

 当社は、平成 20 年度税制改正を契機に生産に供している機械装置について耐用年数を見直し、当事業年度から

有形固定資産の減価償却費については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。この変更に伴い、

従来の方法に比べて、営業利益は 28 百万円減少し、経常損失、税引前当期純損失は 28 百万円、それぞれ増加し

ております。 

（２）無形固定資産（リ－ス資産を除く） 

    自社利用ソフトウェア----- 社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法 

    その他------------------- 定額法 

（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によっております。 

（４）長期前払費用 

法人税法に規定する方法と同一の基準により均等額を償却しております。 

 

３.引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、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。 

（２）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。 

（３）製品保証引当金 

 契約上の保証期間内の無償修理費の支出に備えるため、過去の売上高に対する無償修理費の実績率に基づいて

算定した金額の他、必要に応じて個別の無償修理見込額を計上しております。 

（４）債務保証損失引当金   

 製品を購入した顧客のリース会社及び提携銀行への債務に対して当社が実施した債務保証に係る損失に備える

ため、損失発生実績率に基づいて算定した必要額の他、必要に応じて損失の可能性を検討して算定した損失見込

額を計上しております。 
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（５）移転損失引当金   

 相模サービス部の移転に伴い発生する損失に備えるため、作業費および原状回復費、固定資産除却損等の損失

見込額を計上しております。 

（６）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及び年金資産の見込額に基づき、当事業

年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

 なお、当事業年度に発生した過去勤務債務については、当事業年度において全額償却しております。 

 また、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

（15 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

（追加情報） 
 当社（海外支店を除く）は、平成 21 年４月１日付で、税制適格退職年金制度を確定給付年金制度に移行し、

「退職給付制度間の移行等に関する会計処理基準」（企業会計基準適用指針第１号）及び「退職給付制度間の

移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号）を適用しております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響額は軽微であります。 

（７）ポイント引当金   

 販売促進を目的とするキャンペーン制度の実施により発行されたポイントについて、将来利用された際の損失

に備えるため、当該見込金額を計上しております。 

（８）環境対策引当金   

 保管中のポリ塩化ビフェニルの撤去、処分等に関する支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計

上しております。 

 
４.割賦売上にかかる売上利益の計上基準 

割賦条件付売買契約にかかる売上利益の計上については、代金回収期限到来日基準を採用しております。 

 

５.外貨建の資産又は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。 

 

６. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 
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会計方針の変更 

 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

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

を当事業年度から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に

変更しております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響額は軽微であります。 

 

（リース取引に関する会計基準等の適用） 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 

終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当事業年度から適用し、所有権移転外ファイナン

ス・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から通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっ

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、期首に

前事業年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）を取得価額

として取得したものとしてリース資産に計上する方法によっております。 

 この適用による、当事業年度末の総資産への影響は軽微であり、当事業年度の損益への影響はありません。 

 

 

 
 
追加情報 

 第62回定時株主総会（平成20年６月24日開催）において、役員退職慰労金制度の廃止および打切り支給を決議

しております。これに伴い、当該総会までの期間に対応する役員退職慰労金相当額のうち、当事業年度末におい

て未支給の金額464百万円については長期未払金に計上しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

１ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。 

受取手形 3,208百万円

売掛金 38,640百万円

その他の流動資産 253百万円

買掛金 12,159百万円

  

１ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。 

受取手形 1,601百万円

売掛金 27,124百万円

その他の流動資産 59百万円

買掛金 6,729百万円

  

２ 保証債務 

16,876百万円

２ 保証債務 

14,326百万円
   

 

(損益計算書関係) 

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

関係会社との取引 

製品売上高 52,883百万円

部品及び修理収入 1,648百万円

売上原価 35,186百万円

受取利息 419百万円

受取配当金 450百万円

技術管理料収益 360百万円

設備賃借料 25百万円
 

関係会社との取引 

製品売上高 39,086百万円

部品及び修理収入 1,229百万円

売上原価 28,966百万円

受取利息 274百万円

受取配当金 209百万円

技術管理料収益 300百万円

設備賃借料 21百万円

  
    

 

(株主資本等変動計算書関係) 

自己株式の消却 

 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株式消却数          2,000,000株         － 

株式の取得価額の総額 4,192百万円         － 
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 (税効果会計関係) 

 

前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

１ 繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

(百万円)

繰延税金資産 

 関係会社株式評価損 2,936

 研究開発費 2,424

 関係会社貸倒引当金 674

 製品保証引当金 407

 賞与引当金 436

 未払事業税 244

 債務保証損失引当金 199

 貸倒引当金 140

 減損損失 381

 その他 418

 小計 8,264

 評価性引当額 △3,695

 繰延税金資産合計 4,568

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △896

 固定資産圧縮記帳積立金 △242

 特別償却準備金 △3

 繰延税金負債合計 △1,142

繰延税金資産(負債)の純額 3,425
  

１ 繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

(百万円)

繰延税金資産 

 関係会社株式評価損 3,364

 研究開発費 2,879

 関係会社貸倒損失 662

 製品保証引当金 223

 賞与引当金 311

 債務保証損失引当金 228

 貸倒引当金 117

 減損損失 381

 税務上の繰越欠損金 1,222

 その他 417

 小計 9,807

 評価性引当額 △8,410

 繰延税金資産合計 1,397

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △135

 固定資産圧縮記帳積立金 △240

 特別償却準備金 △0

 繰延税金負債合計 △376

繰延税金資産(負債)の純額 1,020
 

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 40.4

（調整） 

 交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

0.4

 関係会社株式評価損 5.2

 貸倒引当金戻入益 △4.9

 受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△1.7

 住民税均等割 0.3

 試験研究費等の特別税額控除 △0.9

 その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

38.3

  

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 

 

 当期は税引前当期純損失を計上したため、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

については、記載を省略しております。 

   

 

(有価証券関係) 

 前事業年度末(平成20年３月31日)及び当事業年度末(平成21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。 
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６．その他 

 

役員の異動 

 平成21年６月23日付にて下記の通り役員の異動を行なう予定です。 

 

１ 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

２ その他の役員の異動 

（1）取締役の異動 

（新任候補） 

取締役兼執行役員 斉藤
さいとう

 一徳
かずのり

（現 執行役員 技術本部長） 

取締役兼執行役員 墳本
つかもと

 優
まさる

 （現 執行役員 海外子会社統括本部長） 

取締役兼執行役員 近藤
こんどう

 真
まこと

 （現 執行役員 管理本部長） 

 

（退任予定） 

取締役兼執行役員 奥野
おくの

 秀尚
ひでなお

（現 取締役兼執行役員 ＣＳＲ推進室長） 

取締役兼執行役員 佐藤
さとう

 泰道
やすみち

（現 取締役兼執行役員 管理本部管掌） 

 

（2）監査役の異動 

（新任候補） 

常勤監査役 佐藤
さとう

 泰道
やすみち

（現 取締役兼執行役員 管理本部管掌） 

 

（退任予定） 

常勤監査役 榊 原
さかきばら

 孝
たかし

 

 

３ 役職の追加 

平成21年５月11日開催の当社取締役会において役付取締役の選任決議を下記の通り行ないました。 

 

（現行） 

代表取締役社長兼 高経営責任者（ＣＥＯ）    小森
こもり

 善治
よしはる

 

（平成21年６月23日付） 

代表取締役会長兼社長兼 高経営責任者（ＣＥＯ） 小森
こもり

 善治
よしはる
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