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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 21,947 △47.1 △3,671 ― △3,859 ― △5,916 ―

20年3月期 41,471 27.2 1,256 ― 845 ― 674 212.3

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 △65.79 ― △35.1 △8.1 △16.7

20年3月期 7.50 ― 3.3 1.5 3.0

（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 43,446 14,876 31.8 153.84
20年3月期 51,363 21,106 38.7 221.04

（参考） 自己資本   21年3月期  13,831百万円 20年3月期  19,878百万円

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 △2,321 △2,637 2,826 10,535
20年3月期 △2,020 1,141 343 12,510

2.  配当の状況 

（注）現時点では、平成22年３月期の配当予想は未定であります。 

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00 719 106.7 3.5
21年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 359 ― 2.1

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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

12,600 30.3 △1,000 ― △1,090 ― 550 ― 6.12

通期 20,200 △8.0 △870 ― △1,040 ― 530 ― 5.90

－1－



4.  その他 

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

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

（注）詳細は、17ページ「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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  372,635株 20年3月期  347,046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 18,921 △46.2 △3,795 ― △4,085 ― △6,096 ―

20年3月期 35,142 21.9 924 ― 435 ― 72 85.3

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 △67.80 ―

20年3月期 0.81 ―

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 39,087 12,022 30.8 133.72
20年3月期 45,775 18,252 39.9 202.96

（参考） 自己資本 21年3月期  12,022百万円 20年3月期  18,252百万円

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 

(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)平成22年３月期の配当予想については、現時点では未定のため開示しておりません。今後の業績動向、財政状態などを総合的に考慮し決定次第速や
かに開示いたします。配当予想に関する事項については５ページ「１．経営成績(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご参照下さい。 

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

11,400 16.1 △1,000 ― △1,060 ― 630 ― 7.01

通期 18,100 △4.3 △850 ― △980 ― 680 ― 7.56

－2－



(1）経営成績に関する分析 

(1）業績の状況 

 当連結会計年度のわが国経済は、上半期においては国際的な原油の高騰による原材料の価格高が企業の利益を押

し下げる要因となりました。下半期においては米国のサブプライムローン問題を契機とした世界的な金融危機が株

式市場の急落をもたらし、急激な円高の進行、企業の大幅な生産体制の縮小や設備投資の減少等、実体経済に大き

な影響を及ぼし、景気の後退が一段と鮮明になりました。。 

 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、広告収入の減収、発行部数

の減少による厳しい状況が続いており、全体的な需要は急減いたしました。 

 当社グループは積極的な販路拡大と経費削減、効率化による生産性の向上に努めてまいりましたが、当連結会計

年度の売上は近年に無い低水準の状況となっております。 

 このような中で、当連結会計年度は、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7100シリーズ」「カラートップ6200シリーズ」「カラーマスター5000ED」を国内外の新聞社・印刷会社へ納

入いたしました。 

 今後、省エネ・省力化等の顧客ニーズに対応する事により、更なる拡販を行ってまいります。  

  

 当連結会計年度の業績については、以下のとおりであります。 

《売上高》 

 当連結会計年度の連結売上高は、前述のとおり国内外で納入を行い、 百万円となりました。 

《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、需要の急減、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、当連結会計年度の営業損失は 百万円となりました。 

《経常損益》 

 当連結会計年度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》 

 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、税金等調整前当期純損失は 円となり、当連結会計年度の純損失は 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。 

 印刷機械関連事業は、輪転印刷機関係とシステム制御機器関係です。 

 輪転印刷機は新聞用オフセット印刷機、商業用オフセット印刷機の機種です。  

 新聞用オフセット印刷機は、現在主流となっている省エネ・省力化・作業環境の改善等に配慮したシャフトレス

方式の新聞輪転機で、毎時18万部の印刷能力を持つタワー型シャフトレス・オフセット輪転機「カラートップ7100

シリーズ」を国内外の新聞社へ納入いたしました。 

 特に韓国の新聞社へ納入いたしました輪転機は、アジア初のベルリナー判となるカラートップエコプリウス

（7100UDH)シャフトレスオフセット輪転機であります。 

 ベルリナー判は国内での標準的なサイズであるブランケット判に比べ、判サイズがコンパクトなのが 大の特徴

で、読者にとっても通勤電車内での読みやすい等の利点があり、用紙及び諸資材の使用量、紙庫保管費用、運送費

用、消費電力の削減等、新聞社にもメリットがあるため、今後の販売が大いに期待される製品であります。 

 また、従来のタワー型シャフトレス・オフセット輪転機「カラートップ6200シリーズ」も国内新聞社へ納入いた

しました。 

  商業用輪転機は、従来機種のB縦半裁商業用輪転機「カラーマスター5000ED」を国内外の印刷会社に納入いたし

ました。 

  システム制御機器は、新聞発送システム、スタッカーバンドラー等を納入いたしました。 

 これら印刷機械関連事業の売上高は218億19百万円です。営業損失は△17億16百万円です。 

 不動産賃貸事業の売上高は1億27百万円、営業利益は96百万円です。今後は安定収入確保のため再開発等により

不動産賃貸事業を充実させてまいります。 

 所在地別セグメントについては、日本における売上高は192億66百万円、営業損失は△15億85百万円、米国にお

ける売上高は26億80百万円、営業損失は△3億41百万円となっております。 

１．経営成績

219億47

△36億71

2億84

△38億59

22億36

△62億 △59億16
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 （次期の見通し） 

 当社グループの事業環境につきましては、ネット社会の拡大に伴い若者の活字離れや新聞発行部数の伸び悩みが見

られる中、全体としての需要は頭打ちの状況であり、今後も当社グループを取り巻く環境は厳しい状況が続くものと

想定されます。 

 このような環境下、新聞輪転機の新しい需要を喚起すべく開発した、コンパクトなサイズの新聞を印刷するベルリ

ナー判輪転機「カラートップ エコプリウス」や、省資源など環境に配慮した輪転機「カラートップエコワイド」な 

どの機種を取り揃え、国内だけでなく、海外市場の開拓に注力し輸出増加を図り、新たな受注の獲得を目指します。

 また、製品収益力の低下を回避するため、生産性の向上を図り収益構造の改革を推進します。加えて経費削減活動

を加速し、人件費の削減等を通して固定費の削減を行います。 

 通期の業績としましては、連結売上高は202億円（前期実績219億47百万円）の見通しとなります。経常損失は△10

億40百万円（前期は経常損失△36億71百万円）、当期純利益は5億30百万円（前期は当期純損失△59億16百万円）と 

予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

（イ）資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度期間中の流動資産は、売上減により受取手形及び売掛金が減少した結果62億82百万円減少しまし 

た。 

 固定資産は、リース取引に関する会計基準の適用により10億87百万円増加しましたが、投資有価証券が株価の低迷

等により20億44百万円減少した結果、16億87百万円減少しました。 

 負債の部では、支払手形及び買掛金が41億50百万円減少しました。 

  

（ロ）キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度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、税金調整前当期純損失等

の要因により、前連結会計年度末に比べ19億74百万円減少し、当連結会計年度末には105億億35百万円となりまし

た。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は23億21百万円となりました。資金増加の要因は主に、売上債権の52億87百万円の

減少によるものです。資金減少の要因は主に仕入債務の32億91百万円の減少及び税金等調整前当期純損失62億円に

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26億37百万円となりました。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26億61百万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10億87百万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28億26百万円となりました。社債の発行による収入26億34百万円が主な要因で

す。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

  平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 47.9 37.1 35.9 38.7 31.8 

時価ベースの自己資本比率 

（％） 
57.2 76.5 57.9 46.9  33.5  

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
－ － － － － 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
－ － － － － 

(株)東京機械製作所　(6335)　平成21年3月期決算短信

－4－



（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

（注５）平成17年3月期、平成18年3月期、平成19年3月期、平成20年3月期及び平成21年3月期のキャッシュ・フロー対

有利子負債比率ととインタレスト・ガバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのた

め記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は事業拡大と、これに耐え得る企業体質の一層の強化のために、内部資金の確保に努めるとともに株主の皆様

への利益還元に十分配慮し、安定的かつ継続的な利益配当を行うことを基本方針としておりますが、厳しい業績状況

を勘案し中間配当は無配とし、当期末は4円（1株につき年4円）を配当します。 

 次期の株主配当金につきましては、経営環境の先行不透明感が強く、現時点では未定とさせていただきます。 

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業展開においてリスク要因となり、経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性があると考えられ

る主な項目は以下のとおりです。 

  

（売上構成） 

 当社グループの売上高は国内外新聞社を中核とした受注生産により構成されております。 

 個々の契約が巨額に及ぶことがあり、顧客の設備投資の決定、納期により年度毎の売上高に影響を与え、当社グル

ープの財政状況および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（為替レートの変動について） 

 当社グループの事業にはアメリカ、欧州、アジア等、海外における販売が含まれています。 

 現地通貨建の契約は、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。 

 受注、納入、代金回収まで１年を超える長期契約があるため、為替レートの変動は当社グループの業績および財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。一般に他の通貨に対する円高は当社グループに悪影響をもたらします。 

  

（投資有価証券の減損について） 

 当社グループは長期的な取引関係の維持のため、特定の顧客および金融機関に対し株式を保有しています。 

 当社グループは公開会社の株式の時価が簿価より50％以上下落した場合は減損を計上しています。将来の急激な市

況悪化または投資先の業績悪化によっては、評価損の計上が必要となる場合があります。 
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社６社で構成され、輪転印刷機とこれを制御するプレス

コントロールシステムの製造販売を主な内容とするほか、各事業に関連するサービスを行っております。 

 なお、事業の種類別セグメント情報は輪転印刷機関連とシステム制御機器関連との区分が不可能であるため印刷機

械関連として合算表示しております。 

(1）輪転印刷機関連………………当社が製造販売をしており、国内の保守サービスの大部分は㈱東機サービスに委任し

ています。子会社ＴＫＳ(Ｕ.Ｓ.Ａ.),ＩＮＣ.は南北両アメリカにおける輪転印刷機

関連機の販売と保守サービスを行っています。子会社㈱ＫＫＳは輪転印刷機の周辺機

械を主として製造販売し、当社が輪転機周辺機械製造の一部を下請けさせています。

㈱伊賀マシナリーは当社に工場土地建物を賃貸し従業員を出向させ、当社は輪転印刷

機製造を行う工場として運営しています。 

(2）システム制御機器関連………当社が製造販売するほか、印刷機械のコンピュータ関連周辺装置について子会社東機

エレクトロニクス㈱が製造販売を行い、当社がその一部の加工について下請けさせて

います。 

(3）不動産賃貸……………………当社が所有する本社ビルおよび駐車場について子会社東機不動産㈱に管理を委託して

います。 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 （注） ※   非連結子会社で持分法非適用会社 

  

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は創業以来、輪転機及び工作機械の製造会社として「たゆまぬ技術の研鑚」、「顧客への奉仕の精神」を基本

姿勢として、努力をしてまいりました。 

 内外の一流のお得意様に恵まれ、長い伝統のもとで真の物づくりに邁進してきたことで、今日の基礎を築き上げて

まいりました。 

 「顧客の要求を満たし、顧客が満足する製品を提供する」をモットーに、これからも伝統技術を生かし、新製品開

発に挑戦し、顧客が真に求める製品を提供してまいります。品質第一の製品製作に努めると共に、顧客へのアフター

サービスの充実を図り、国内はもとより海外においても、情報社会に貢献出来るよう努力し、株主の皆様をはじめ当

社グループに信頼をお寄せ頂いている方々の期待にお応えしてまいります。  

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは技術開発を基本理念として、基礎研究をはじめ製品開発や生産技術の開発を行っております。国内

のみならず韓国、中国他アジア諸国、米国、欧州の新聞社・印刷会社を対象として、今後の急速な印刷技術の進展に

適確に対処出来るよう創造性のある、画期的な新製品の開発に努めると共に、当社グループの顧客に対するサービス

の一層の向上を推進し、新聞用輪転機のみならず、商業用輪転印刷機の開発、製造に一層の努力を行い、印刷機のト

ータルメーカーとしての責務を果たすことを課題として事業活動を展開してまいります。 

  

 （１）研究開発の強化 

 情報社会の進展に適応し、顧客ニーズに合致した高品質の製品を提供するため研究開発の体制強化を図りま 

す。これからの生産拠点となる「TKSかずさテクノセンター」には新しい研究開発体制を構築し、更なる研究開

発に努めます。 

 （２）品質保証の徹底を図る 

 当社独自の品質マネジメントシステムを展開し、一層の品質向上に努めます。 

 （３）効率的な生産体制の確立 

 西日本地区の拠点工場「TKS伊賀テクノセンター」と、今後建設する予定の「TKSかずさテクノセンター」を

東日本地区の拠点工場とし、東西の2生産拠点において、高性能の生産設備と総合的な生産管理システムによ

り、新しい効率的な生産体制を確立いたします。 

（４）グローバルな営業展開 

・TKS(U.S.A.),Inc.の企業体質を強化し、アメリカ市場により積極的に取り組みます。 

・中国・インドを中心としたアジア地区への取組みを引き続き推進し、当社グループの新しい顧客獲得のた

め、東南アジア全体を新たな市場として営業展開を図ります。 

（５）環境問題への取組みを図る 

 環境マネジメントシステムISO14001を展開し、省資源、省エネルギー製品の開発に取り組んでまいります。 

 （６）各種展示会への積極的参加による新製品、新機軸のＰＲを進める 

 海外で開催されるｍedia x change(アメリカ)、ＩＦＲＡ(国際新聞技術研究協会展)、ｄｒｕｐａ(国際印刷

総合機材展・ドイツ)、国内で開催されるＪＡＮＰＳ(新聞製作技術展)、ＩＧＡＳ(国際グラフィックアーツ

展）等各種展覧会へ当社グループ総力を挙げて積極的かつ効果的に参加し、当社グループの 新の技術を披露

していきます。また、内覧会の実施により 新の製品の紹介をしてまいります。 

 （７）工場移転と武蔵小杉再開発 

 当社の主力工場玉川製造所は新しい生産拠点、千葉県木更津市へ建設する「TKSかずさテクノセンター」へ移

転し、 新の設備により研究、設計、生産、サービス体制を確立し、高品質の優れた製品を提供してまいりま

す。 

 玉川製造所移転後の跡地については、都市再生、地域貢献を考慮し、業績貢献のための収益性に配慮し、大 

型複合商業施設と高層住宅建設を進める予定です。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 12,683,318 10,612,811

受取手形及び売掛金 7,016,509 1,506,397

有価証券 200,000 271,260

たな卸資産 10,654,815 10,802,457

繰延税金資産 513,178 564,791

その他 390,244 1,393,275

貸倒引当金 △32,233 △7,300

流動資産合計 31,425,833 25,143,692

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物   

建物及び構築物（純額） 3,573,784 3,382,310

機械装置及び運搬具   

機械装置及び運搬具（純額） 2,487,338 2,280,452

土地 2,964,611 3,057,061

リース資産   

リース資産（純額） － 1,087,900

建設仮勘定 25,765 129,815

その他   

その他（純額） 251,149 198,018

有形固定資産合計 9,302,648 10,135,558

無形固定資産   

その他 111,173 115,898

無形固定資産合計 111,173 115,898

投資その他の資産   

投資有価証券 5,338,459 3,293,793

長期未収入金 2,530,675 2,244,125

繰延税金資産 2,226,756 2,583,015

その他 812,360 620,142

貸倒引当金 △384,624 △742,964

投資その他の資産合計 10,523,627 7,998,112

固定資産合計 19,937,450 18,249,569

繰延資産   

社債発行費 － 53,702

繰延資産合計 － 53,702

資産合計 51,363,283 43,446,963
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（単位：千円）

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 7,080,519 2,929,988

短期借入金 1,630,000 1,191,000

1年内返済予定の長期借入金 2,580,000 1,652,000

1年内償還予定の社債 2,500,000 540,000

リース債務 － 51,104

未払法人税等 937,830 70,709

前受金 3,520,914 3,746,380

賞与引当金 586,077 398,442

製品保証引当金 421,633 250,414

受注損失引当金 14,000 714,801

その他 1,047,508 491,677

流動負債合計 20,318,482 12,036,516

固定負債   

社債 2,500,000 4,390,000

長期借入金 2,220,000 5,831,800

リース債務 － 1,069,069

繰延税金負債 40,888 42,161

退職給付引当金 4,554,117 4,490,285

役員退職慰労引当金 509,581 491,774

長期預り保証金 72,645 65,150

負ののれん 36,739 104,796

その他 4,136 49,406

固定負債合計 9,938,107 16,534,443

負債合計 30,256,590 28,570,959

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,341,000 8,341,000

資本剰余金 7,051,370 7,049,984

利益剰余金 5,272,657 △1,003,563

自己株式 △106,961 △110,566

株主資本合計 20,558,066 14,276,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △605,384 △375,287

為替換算調整勘定 △74,087 △70,020

評価・換算差額等合計 △679,471 △445,307

少数株主持分 1,228,098 1,044,456

純資産合計 21,106,693 14,876,004

負債純資産合計 51,363,283 43,446,963
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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 41,471,467 21,947,309

売上原価 36,045,496 20,398,782

売上総利益 5,425,971 1,548,526

販売費及び一般管理費 4,169,209 5,219,980

営業利益又は営業損失（△） 1,256,761 △3,671,453

営業外収益   

受取利息 115,334 65,613

受取配当金 85,797 95,173

受取保険金 6,739 59,642

負ののれん償却額 36,739 71,671

その他 115,916 114,649

営業外収益合計 360,527 406,750

営業外費用   

支払利息 156,255 230,637

為替差損 267,416 284,992

社債発行費償却 18,500 8,261

たな卸資産除却損 300,049 －

その他 29,410 71,298

営業外費用合計 771,631 595,188

経常利益又は経常損失（△） 845,657 △3,859,891

特別利益   

固定資産売却益 145,621 5,353

借地権売却益 26,244 －

投資有価証券売却益 16,000 －

移転補償金 412,358 －

貸倒引当金戻入額 3,286 29,654

製品保証引当金戻入額 － 169,000

訴訟和解金 2,144,910 －

特別利益合計 2,748,421 204,008

特別損失   

役員退職慰労引当金繰入額 479,140 －

固定資産除売却損 109,832 286,601

たな卸資産評価損 － 21,887

製品保証引当金繰入額 313,000 －

投資有価証券評価損 202,977 2,236,229

のれん償却額 57,500 －

貸倒引当金繰入額 278,507 －

訴訟関連費用 574,594 －

損害賠償金 61,181 －

特別損失合計 2,076,734 2,544,717
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（単位：千円）

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) 

税金等調整前当期純利益 1,517,344 △6,200,601

法人税、住民税及び事業税 972,057 67,304

法人税等調整額 △158,744 △362,187

法人税等合計 813,313 △294,883

少数株主利益 29,723 10,615

当期純利益 674,308 △5,916,334
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 8,341,000 8,341,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,341,000 8,341,000

資本剰余金   

前期末残高 7,051,337 7,051,370

当期変動額   

自己株式の処分 33 △1,385

当期変動額合計 33 △1,385

当期末残高 7,051,370 7,049,984

利益剰余金   

前期末残高 5,318,002 5,272,657

当期変動額   

剰余金の配当 △719,653 △359,728

当期純利益 674,308 △5,916,334

自己株式の処分 － △157

当期変動額合計 △45,345 △6,276,220

当期末残高 5,272,657 △1,003,563

自己株式   

前期末残高 △95,256 △106,961

当期変動額   

自己株式の取得 △13,657 △8,446

自己株式の処分 1,952 4,841

当期変動額合計 △11,705 △3,604

当期末残高 △106,961 △110,566

株主資本合計   

前期末残高 20,615,083 20,558,066

当期変動額   

剰余金の配当 △719,653 △359,728

当期純利益 674,308 △5,916,334

自己株式の取得 △13,657 △8,446

自己株式の処分 1,985 3,299

当期変動額合計 △57,017 △6,281,210

当期末残高 20,558,066 14,276,855
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（単位：千円）

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 928,553 △605,384

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,533,937 230,096

当期変動額合計 △1,533,937 230,096

当期末残高 △605,384 △375,287

為替換算調整勘定   

前期末残高 △140,159 △74,087

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 66,072 4,067

当期変動額合計 66,072 4,067

当期末残高 △74,087 △70,020

評価・換算差額等合計   

前期末残高 788,394 △679,471

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,467,865 234,163

当期変動額合計 △1,467,865 234,163

当期末残高 △679,471 △445,307

少数株主持分   

前期末残高 1,267,725 1,228,098

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △39,626 △183,642

当期変動額合計 △39,626 △183,642

当期末残高 1,228,098 1,044,456

純資産合計   

前期末残高 22,671,202 21,106,693

当期変動額   

剰余金の配当 △719,653 △359,728

当期純利益 674,308 △5,916,334

自己株式の取得 △13,657 △8,446

自己株式の処分 1,985 3,299

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,507,492 50,521

当期変動額合計 △1,564,509 △6,230,689

当期末残高 21,106,693 14,876,004
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 1,517,344 △6,200,601

減価償却費 842,744 952,558

のれん償却額 57,500 －

負ののれん償却額 △36,739 △71,671

社債発行費償却 18,500 8,261

貸倒引当金の増減額（△は減少） 276,826 333,565

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,526 △187,634

製品保証引当金の増減額（△は減少） 421,633 △171,219

受注損失引当金の増減額（△は減少） 14,000 700,801

退職給付引当金の増減額（△は減少） △59,682 △63,831

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 509,581 △17,807

受取利息及び受取配当金 △201,131 △160,787

支払利息 156,255 230,637

為替差損益（△は益） 316,677 △164,104

投資有価証券評価損益（△は益） 202,977 2,236,229

投資有価証券売却損益（△は益） △16,000 －

有形固定資産売却損益（△は益） △145,621 △5,353

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 109,832 286,601

借地権売却益 △26,244 －

たな卸資産評価損 － 21,887

移転補償金 △412,358 －

訴訟和解金 △2,144,910 －

損害賠償金 61,181 －

訴訟関連費用 574,594 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,079,345 5,287,852

前受金の増減額（△は減少） △8,144,855 222,270

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,457,628 △325,096

仕入債務の増減額（△は減少） △2,146,676 △3,291,381

未払消費税等の増減額（△は減少） 223,735 △317,645

未収消費税等の増減額（△は増加） △8,517 △562,427

その他の流動資産の増減額（△は増加） △110,840 527,611

預り金の増減額（△は減少） △59,164 △3,548

その他の流動負債の増減額（△は減少） △27,564 62,514

長期預り保証金の増減額（減少：△） 25,976 △7,495

未払費用の増減額（△は減少） 74,011 △201,860

その他 △942 21,941

小計 △3,795,120 △859,733

利息及び配当金の受取額 201,131 158,949

利息の支払額 △155,199 △228,433
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（単位：千円）

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) 

法人税等の支払額 △193,108 △1,392,399

移転補償金の受取額 412,358 －

訴訟和解金の受取額 2,144,910 －

損害賠償金の支払額 △61,181 －

訴訟関連費用の支払額 △574,594 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,020,804 △2,321,616

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） 1,538,361 96,202

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,303,229 △2,661,970

有形固定資産の除却による支出 － △143,850

有形固定資産の売却による収入 713,045 8,325

投資有価証券の取得による支出 △77,856 △127,792

投資有価証券の売却による収入 116,000 71

ボンドの解約による収入 177,134 －

その他の投資等の増減額（増加：△） △21,968 191,876

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,141,487 △2,637,136

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 270,000 1,200,000

短期借入金の返済による支出 － △1,639,000

長期借入れによる収入 800,000 5,299,800

長期借入金の返済による支出 － △2,616,000

社債の発行による収入 － 2,634,938

社債の償還による支出 － △2,770,000

少数株主からの払込みによる収入 6,245 －

自己株式の処分による収入 1,985 －

自己株式の取得による支出 △13,657 △5,147

リース債務の増加による収入 － 1,120,174

リース債務の返済による支出 － △32,075

配当金の支払額 △718,729 △362,308

少数株主への配当金の支払額 △1,927 △3,930

財務活動によるキャッシュ・フロー 343,916 2,826,450

現金及び現金同等物に係る換算差額 △362,521 157,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △897,922 △1,974,304

現金及び現金同等物の期首残高 13,408,171 12,510,248

現金及び現金同等物の期末残高 12,510,248 10,535,943
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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

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） 

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 

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 デリバティブ 

 デリバティブ取引は、金利スワップの特例処理の

要件を満たすもののみであり、当該取引は、金利ス

ワップの特例処理を適用しております。 

① デリバティブ 

時価法 

② たな卸資産 

仕掛品……個別法による原価法 

原材料・貯蔵品……移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）  

仕掛品……個別法による原価法 

原材料・貯蔵品……移動平均法による原価法 

(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 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（付属設備を除く）は定額法によってい

る。）在外子会社を除く。 

 なお主な耐用年数は次のとおりである。 

建物及び構築物   ７～50年 

機械装置及び運搬具 ４～13年 

  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（付属設備を除く）は定額法によってい

る。）在外子会社を除く。 

 なお主な耐用年数は次のとおりである。 

建物及び構築物   ７～50年 

機械装置及び運搬具 ４～12年 

  

② 無形固定資産 

 定額法（なお、自社利用のソフトウェアについて

は社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。） 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 

       ────── ③ リース資産 

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、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以
前のリース取引については、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によっております。   

(3）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・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によって

おります。 

────── 

  

  なお、上記(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更、(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法、(3)重要

なリース資産の処理方法以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）における記載から重要な変更が

ないため開示を省略しています。  

(株)東京機械製作所　(6335)　平成21年3月期決算短信

－16－



リース取引、有価証券等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

め開示を省略しております。 

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

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） 

（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、当連結会計年度から

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分）を適用し、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、営業損失が65,662千円、経常損失及び税

金等調整前当期純損失が87,549千円増加しております。 

  

 （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

おりましたが、当連結会計年度より平成19年3月30日改

正の「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 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 企業会計

基準適用指針第16号）を適用し、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。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、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

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

によっております。 

 これにより、営業損失が943千円増加し、経常損失及

び税金等調整前当期純損失が32,273千円増加しておりま

す。 

注記事項

連結財務諸表に関する注記事項
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 （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 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における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、1,790,759千円及び2,051,558千円であり、親会社の管理部門に係る費用であります。 

（セグメント情報）

ａ．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） 

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） 

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  41,323,861  147,605  41,471,467  －  41,471,467

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  15,466  15,466 (15,466)  －

計  41,323,861  163,072  41,486,934 (15,466)  41,471,467

営業費用  38,388,634  50,778  38,439,413  1,775,292  40,214,705

営業利益（又は営業損失(△)）  2,935,226  112,294  3,047,521 (1,790,759)  1,256,761

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
          

資産  45,367,660  153,026  45,520,687  5,842,595  51,363,283

減価償却費  801,718  8,693  810,411  32,332  842,744

資本的支出  2,164,305  219  2,164,525  1,356  2,165,881

  

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） 

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） 

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  21,819,771  127,538  21,947,309  －  21,947,309

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  6,077  6,077 (6,077)  －

計  21,819,771  133,616  21,953,387 (6,077)  21,947,309

営業費用  23,536,481  36,801  23,573,282  2,045,480  25,618,762

営業利益（又は営業損失(△)）  △1,716,710  96,815  △1,619,895 (2,051,558)  △3,671,453

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
          

資産  39,395,909  133,243  39,529,153  3,917,810  43,446,963

減価償却費  913,449  7,533  920,982  31,576  952,558

資本的支出  1,800,229  －  1,800,229  428  1,800,657

(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 
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４．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は

5,842,595千円及び3,917,810千円であり、その主なものは、親会社での長期投資資金（投資有価証券）及び

管理部門に係る資産等であります。 

  

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） 

 （注）１．当連結会計年度における営業費用のうち、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、

1,790,759千円であり、親会社の管理部門に係る費用であります。 

２．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、5,842,595千円であ

り、その主なものは、親会社での長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

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） 

 （注）１．当連結会計年度における営業費用のうち、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、

2,051,558千円であり、親会社の管理部門に係る費用であります。 

２．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,917,810千円であ

り、その主なものは、親会社での長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（千円） 
米国

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

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  37,735,172  3,736,295  41,471,467  －  41,471,467

(2）セグメント間の内部売上高  237,529  61,193  298,723 (298,723)  －

計  37,972,702  3,797,488  41,770,191 (298,723)  41,471,467

営業費用  34,846,171  3,876,498  38,722,670  1,492,035  40,214,705

営業利益（又は営業損失(△)）  3,126,530  △79,009  3,047,521 (1,790,759)  1,256,761

Ⅱ 資産  44,840,061  874,570  45,714,631  5,648,651  51,363,283

  
日本

（千円） 
米国

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

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  19,266,710  2,680,598  21,947,309  －  21,947,309

(2）セグメント間の内部売上高  1,837,222  44,162  1,881,385 (1,881,385)  －

計  21,103,933  2,724,761  23,828,694 (1,881,385)  21,947,309

営業費用  22,689,718  2,758,871  25,448,589  170,172  25,618,762

営業利益（又は営業損失(△)）  △1,585,785  △34,109  △1,619,895 (2,051,558)  △3,671,453

Ⅱ 資産  39,832,866  422,733  40,255,600  3,191,363  43,446,963
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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） 

 （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………中国、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あります。 

 （注） １株当たり当期純利益または当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

ｃ．海外売上高

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,736,295  2,625  3,343,387  7,082,308

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  41,471,467

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 9.0  0.0  8.1  17.1

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,680,598  218,984  6,888,893  9,788,476

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  21,947,309

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 12.2  1.0  31.4  44.6

（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 221.04円

１株当たり当期純利益 7.50円

１株当たり純資産額 153.84円

１株当たり当期純損失 65.79円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式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金額につい

ては、1株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成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) 

当期純利益または当期純損失(△)（千

円） 
 674,308  △5,916,334

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  674,308  △5,916,334

期中平均株式数（株）  89,947,113  89,920,794
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

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 10,717,827 8,685,939

受取手形 1,327,834 259,526

売掛金 4,689,045 1,593,818

有価証券 200,000 271,260

原材料 325,105 64,340

仕掛品 8,522,645 8,806,726

貯蔵品 470,911 451,696

繰延税金資産 465,575 522,227

短期貸付金 － 75,000

その他 368,706 1,361,042

貸倒引当金 △27,569 △2,448

流動資産合計 27,060,082 22,089,130

固定資産   

有形固定資産   

建物   

建物（純額） 2,812,983 2,578,385

構築物   

構築物（純額） 63,109 48,556

機械及び装置   

機械及び装置（純額） 2,257,294 2,042,018

車両運搬具   

車両運搬具（純額） 12,972 9,685

工具、器具及び備品   

工具、器具及び備品（純額） 188,453 148,736

土地 1,615,892 1,708,342

リース資産   

リース資産（純額） － 1,087,900

建設仮勘定 25,765 129,815

有形固定資産合計 6,976,471 7,753,441

無形固定資産   

その他 90,502 97,803

無形固定資産合計 90,502 97,803

投資その他の資産   

投資有価証券 5,332,704 3,289,809

関係会社株式 170,219 220,219

長期未収入金 2,530,675 2,244,125

長期貸付金 1,500,000 1,425,000

繰延税金資産 2,321,768 2,666,015
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（単位：千円）

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) 

その他 715,131 528,525

貸倒引当金 △921,624 △1,279,956

投資その他の資産合計 11,648,874 9,093,740

固定資産合計 18,715,847 16,944,985

繰延資産   

社債発行費 － 53,702

繰延資産合計 － 53,702

資産合計 45,775,930 39,087,819

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,139,296 1,846,314

買掛金 1,458,855 613,531

短期借入金 1,300,000 1,061,000

1年内返済予定の長期借入金 2,580,000 1,652,000

1年内償還予定の社債 2,500,000 540,000

リース債務 － 51,104

未払費用 502,953 235,426

未払法人税等 792,396 50,204

前受金 2,348,568 3,581,623

預り金 51,514 47,035

製品保証引当金 401,000 232,000

受注損失引当金 14,000 714,801

賞与引当金 464,368 268,830

設備関係支払手形 850,403 15,143

その他 563,322 120,785

流動負債合計 17,966,678 11,029,801

固定負債   

社債 2,500,000 4,390,000

長期借入金 2,220,000 5,831,800

リース債務 － 1,069,069

退職給付引当金 4,261,243 4,155,948

役員退職慰労引当金 497,260 477,186

長期預り保証金 77,835 65,150

その他 － 46,695

固定負債合計 9,556,338 16,035,850

負債合計 27,523,016 27,065,652
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（単位：千円）

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 8,341,000 8,341,000

資本剰余金   

資本準備金 7,049,984 7,049,984

その他資本剰余金 1,385 －

資本剰余金合計 7,051,370 7,049,984

利益剰余金   

利益準備金 1,390,020 1,390,020

その他利益剰余金   

別途積立金 826,000 826,000

繰越利益剰余金 1,357,971 △5,098,358

利益剰余金合計 3,573,992 △2,882,337

自己株式 △106,961 △110,566

株主資本合計 18,859,401 12,398,081

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △606,487 △375,914

評価・換算差額等合計 △606,487 △375,914

純資産合計 18,252,913 12,022,166

負債純資産合計 45,775,930 39,087,819
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

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   

売上高合計 35,142,163 18,921,209

売上原価   

売上原価合計 30,923,017 18,312,963

売上総利益 4,219,145 608,246

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 3,294,582 4,403,699

営業利益又は営業損失（△） 924,563 △3,795,452

営業外収益   

受取銀行利息 103,742 31,168

その他の受取利息 33,399 54,569

受取配当金 94,338 106,212

受取保険金 6,739 59,642

その他 111,023 130,271

営業外収益合計 349,243 381,864

営業外費用   

支払利息 100,864 158,374

社債利息 51,960 70,532

社債発行費償却 18,500 8,261

為替差損 352,559 363,791

たな卸資産除却損 289,492 －

その他 25,038 70,948

営業外費用合計 838,415 671,907

経常利益又は経常損失（△） 435,391 △4,085,495

特別利益   

訴訟和解金 2,144,910 －

固定資産売却益 57,869 －

借地権売却益 26,244 －

移転補償金 412,358 －

投資有価証券売却益 16,000 －

貸倒引当金戻入額 3,286 25,121

製品保証引当金戻入額 － 169,000

特別利益合計 2,660,669 194,121
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（単位：千円）

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) 

特別損失   

役員退職慰労引当金繰入額 468,700 －

固定資産除売却損 89,455 285,934

たな卸資産評価損 － 21,887

製品保証引当金繰入額 313,000 －

投資有価証券評価損 202,977 2,236,229

貸倒引当金繰入額 815,507 －

訴訟関連費用 630,094 －

損害賠償金 61,181 －

特別損失合計 2,580,916 2,544,050

税引前当期純利益 515,143 △6,435,424

法人税、住民税及び事業税 782,000 18,204

法人税等調整額 △339,303 △357,184

法人税等合計 442,696 △338,980

当期純利益 72,446 △6,096,443
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 8,341,000 8,341,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,341,000 8,341,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,049,984 7,049,984

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,049,984 7,049,984

その他資本剰余金   

前期末残高 1,352 1,385

当期変動額   

自己株式の処分 33 △1,385

当期変動額合計 33 △1,385

当期末残高 1,385 －

資本剰余金合計   

前期末残高 7,051,337 7,051,370

当期変動額   

自己株式の処分 33 △1,385

当期変動額合計 33 △1,385

当期末残高 7,051,370 7,049,984

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,390,020 1,390,020

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,390,020 1,390,020

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 826,000 826,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 826,000 826,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,005,178 1,357,971

当期変動額   

剰余金の配当 △719,653 △359,728
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（単位：千円）

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) 

当期純利益 72,446 △6,096,443

自己株式の処分 － △157

当期変動額合計 △647,206 △6,456,329

当期末残高 1,357,971 △5,098,358

利益剰余金合計   

前期末残高 4,221,199 3,573,992

当期変動額   

剰余金の配当 △719,653 △359,728

当期純利益 72,446 △6,096,443

自己株式の処分  △157

当期変動額合計 △647,206 △6,456,329

当期末残高 3,573,992 △2,882,337

自己株式   

前期末残高 △95,256 △106,961

当期変動額   

自己株式の取得 △13,657 △8,446

自己株式の処分 1,952 4,841

当期変動額合計 △11,705 △3,604

当期末残高 △106,961 △110,566

株主資本合計   

前期末残高 19,518,280 18,859,401

当期変動額   

剰余金の配当 △719,653 △359,728

当期純利益 72,446 △6,096,443

自己株式の取得 △13,657 △8,446

自己株式の処分 1,985 3,299

当期変動額合計 △658,878 △6,461,320

当期末残高 18,859,401 12,398,081

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 927,445 △606,487

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,533,933 230,573

当期変動額合計 △1,533,933 230,573

当期末残高 △606,487 △375,914
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（単位：千円）

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 20,445,725 18,252,913

当期変動額   

剰余金の配当 △719,653 △359,728

当期純利益 72,446 △6,096,443

自己株式の取得 △13,657 △8,446

自己株式の処分 1,985 3,299

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,533,933 230,573

当期変動額合計 △2,192,811 △6,230,746

当期末残高 18,252,913 12,022,166
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

 ・新任監査役候補 

    （常 勤）監査役 原永幸治（現 （株）損害保険ジャパン顧問） 

 ・退任予定監査役 

    （常 勤）監査役 遠藤仁志郎 

③ 就任予定日 

   平成21年6月26日 

(2）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績  

 当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 受注状況 

平成21年3月期（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

  

６．その他

事業の種類別セグメントの名称 
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）

前年同期比（％）

輪転印刷機関係（千円） 20,987,862 52.4 

システム制御機器関係（千円） 831,908 64.5 

合計（千円） 21,819,771 52.8 

事業の種類別セグメントの名称 
 期首受注残高

  
受注高 期末受注残高 

輪転印刷機関係（千円）       41,235,322       8,138,025       28,385,485

システム制御機器関係（千円）  2,552,200       158,155      1,878,446

合計（千円）   43,787,522  8,296,181       30,263,932
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