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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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

22年3月期第1四半期 14,235 △43.7 △2,570 ― △2,192 ― △2,649 ―

21年3月期第1四半期 25,271 ― 387 ― 2,598 ― 1,122 ―

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

22年3月期第1四半期 △39.65 ―

21年3月期第1四半期 16.59 ―

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

22年3月期第1四半期 178,721 140,928 78.9 2,108.90
21年3月期 180,875 143,814 79.5 2,152.08

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  140,928百万円 21年3月期  143,814百万円

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

21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

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  

(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  有  
（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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 

 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定性的情報は、５ページの【定性的情報・財務諸表等】３. 連結業績予想に関する定性的情報等をご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 68,292,340株 21年3月期  68,292,340株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,466,867株 21年3月期  1,466,684株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 66,825,571株 21年3月期第1四半期 67,627,358株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比43.7％減少の14,235百万円となりました。地

域別連結売上高の概況は次の通りであります。 

 

地域別連結売上高の概況 

（単位：百万円） 

 

 

前第１四半期 

連結累計期間 

(20.4.1～20.6.30) 

当第１四半期 

連結累計期間 

(21.4.1～21.6.30)

増減率（％） 

売上高 25,271 14,235 △43.7％ 

国内 6,549 4,524 △30.9％ 

米州 3,893 2,752 △29.3％ 

欧州 7,502 3,400 △54.7％ 

アジア 6,036 2,762 △54.2％ 

内

訳 

その他地域 1,290 794 △38.5％ 

 

世界同時不況による景気の低迷が継続し、世界的に印刷市場全体が縮小しました。 

 

国内においても、印刷需要の減少と、先行き不透明さにより、印刷産業では設備投資計画の延期

が目立ちました。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、ともに前年同期比

で減少しました。売上高は、前年同期比30.9％減少の4,524百万円となりました。 

 

米州のうち、米国では、景気停滞と金融収縮による貸し渋りが継続し、印刷産業は設備投資には

きわめて慎重でした。このような状況下で、売上高は前年同期比17.7％減少の2,300百万円となりま

した。中南米でも、現地通貨の大幅下落とファイナンス審査の厳格化・長期化により印刷産業の設

備投資は低調で、受注・売上ともに前年同期比で大きく減少しました。売上高は前年同期比58.9％

減の451百万円となりました。米州全体としては、売上高は前年同期比29.3％減少の2,752百万円と

なりました。 

 

欧州のうち、成熟市場の西欧先進地域では、世界的景気後退の影響で、印刷産業の設備投資意欲

は低調に推移しました。一方これまで成長市場であった中・東欧及び周辺地域では、金融危機によ

る通貨下落と信用収縮のため、設備投資のファイナンスが困難な状態でした。その結果売上高は、

西欧諸国と中・東欧諸国の双方において前年同期を下回り、全体では前年同期比54.7％減少の3,400

百万円となりました。 

 

アジアのうち、中華圏では、中国政府の景気振興策を背景として、５月に北京で開催されたCHINA 

PRINT2009で活発な商談が多数あり、目標を上回る受注が得られました。その一方、韓国・アセア

ン・インドなどその他のアジア地域では、世界経済減速、金融収縮及び通貨下落の影響を大きく受

けた状態が継続し、受注・売上ともに前年同期を大きく下回りました。その結果アジア全体では、

売上高は前年同期比54.2％減少の2,762百万円となりました。 
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その他地域では、オセアニア・中近東の両地域ともに、印刷産業の設備投資は低迷し、売上高は

前年同期比38.5％減少の794百万円となりました。 

 

一方費用面では、当社グループとしてLAWプロジェクト（緊急対策）による多方面にわたる費用削

減に取組んでおりますが、予想を上回る大幅な生産調整にともなう製造固定費率のアップや為替の

円高基調の継続等により、売上原価率は前年同期比14.6％悪化しました。また、販売費及び一般管

理費の削減にも鋭意取組んでおりますが、売上高の大幅な減少による売上総利益の減少をカバーす

ることは出来ませんでした。 

 

その結果、当第１四半期の営業損益については、前第１四半期が387百万円の営業利益であったの

に比べ、当第１四半期は2,570百万円の営業損失となりました。営業外損益では、前第１四半期に計

上された1,986百万円の為替差益が、当第１四半期は249百万円の差益にとどまりましたので、当第

１四半期の経常損失は2,192百万円となりました。四半期純損益については、前第１四半期が1,122

百万円の純利益であったのに比べ、当第１四半期は2,649百万円の純損失となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

総資産は前期末に比べ2,153百万円減少して178,721百万円、負債は732百万円増加して37,792百万

円、純資産は2,885百万円減少して140,928百万円となりました。 

資産の主な減少要因は、売上減少に伴う受取手形及び売掛金の減少5,727百万円、生産調整に伴う

棚卸資産の減少1,359百万円等であり、主な増加要因は、つくば第三期工事等の建設仮勘定の増加

3,053百万円、株式市況回復による投資有価証券の増加1,609百万円等です。 

負債の主な増加要因は、流動負債のその他に含まれる未払金・未払費用の増加3,782百万円、長・

短期借入金の増加3,325百万円等であり、主な減少要因は、支払手形及び買掛金の減少5,498百万円、

賞与引当金の減少584百万円等です。 

 

（2）キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で444百万円減少し、889百万円の資金減少と

なりました。資金増加の主な内訳は、売上債権の減少額5,546百万円、棚卸資産の減少額1,363百万

円等であり、資金減少の主な内訳は税金等調整前四半期純損失2,732百万円、仕入債務の減少額

5,386百万円等であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が143百万円の資金増加であったものが、712百

万円減少し、568百万円の資金減少となりました。主な資金減少は、有形及び無形固定資産の取得に

よる支出555百万円であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が1,019百万円の資金減少であったものが2,755

百万円増加し、1,735百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、短期借入金の純増額

1,189百万円、長期借入れによる収入1,942百万円等であり、主な資金減少は、配当金の支払額1,336

百万円であります。 
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以上の結果、当第１四半期連結会計期間末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447百万円増加し、32,344百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第１四半期の連結業績の動向等を踏まえ、平成21年５月11日の決算発表時から当社グループの置

かれている経済状況に著しい変化はありませんので、平成21年５月11日の決算発表時に公表した平

成22年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はございません。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

簡便な会計処理 

 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。 

 

②棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売

却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。 

 

④経過勘定項目の算定方法 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法に

よる概算額で計上する方法によっております。 

 

⑤法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当ありません。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 該当ありません。 
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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：百万円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,850 31,967

受取手形及び売掛金 27,997 33,725

有価証券 1,959 1,338

商品及び製品 29,012 30,162

仕掛品 8,110 8,345

原材料及び貯蔵品 7,537 7,511

その他 9,518 9,360

貸倒引当金 △629 △604

流動資産合計 116,357 121,807

固定資産   

有形固定資産 38,593 35,908

無形固定資産 1,344 1,254

投資その他の資産 22,424 21,904

固定資産合計 62,363 59,067

資産合計 178,721 180,875

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,281 15,779

短期借入金 5,222 3,822

未払法人税等 215 429

債務保証損失引当金 1,829 2,261

その他の引当金 1,914 2,251

その他 14,297 10,957

流動負債合計 33,760 35,501

固定負債   

長期借入金 1,925 －

引当金 845 822

その他 1,261 736

固定負債合計 4,032 1,559

負債合計 37,792 37,060
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(単位：百万円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成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 37,797 37,797

利益剰余金 67,799 71,785

自己株式 △2,445 △2,444

株主資本合計 140,866 144,852

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,222 199

為替換算調整勘定 △1,160 △1,238

評価・換算差額等合計 61 △1,038

純資産合計 140,928 143,814

負債純資産合計 178,721 180,875
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 25,271 14,235

売上原価 16,226 11,224

割賦販売未実現利益戻入額 15 15

割賦販売未実現利益繰入額 － 33

売上総利益 9,060 2,992

販売費及び一般管理費 8,673 5,562

営業利益又は営業損失（△） 387 △2,570

営業外収益   

受取利息 85 15

受取配当金 140 93

為替差益 1,986 249

その他 123 252

営業外収益合計 2,336 611

営業外費用   

支払利息 11 42

訴訟和解金 － 116

手形売却損 42 19

通貨スワップ損失 35 33

その他 34 20

営業外費用合計 124 233

経常利益又は経常損失（△） 2,598 △2,192

特別利益   

固定資産売却益 4 1

特別利益合計 4 1

特別損失   

固定資産売却損 － 6

固定資産除却損 9 0

投資有価証券評価損 48 32

事業構造改善引当金繰入額 － 477

事業構造改善費用 － 24

特別損失合計 57 541

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

2,544 △2,732

法人税、住民税及び事業税 2,710 104

法人税等調整額 △1,288 △187

法人税等合計 1,422 △83

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,122 △2,649
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

2,544 △2,732

減価償却費 709 603

貸倒引当金の増減額（△は減少） 82 58

賞与引当金の増減額（△は減少） △777 △584

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9 40

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45 10

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 389

受取利息及び受取配当金 △225 △109

支払利息 11 42

為替差損益（△は益） △2,248 △71

投資有価証券売却損益（△は益） △1 5

売上債権の増減額（△は増加） 10,964 5,546

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,984 1,363

仕入債務の増減額（△は減少） 272 △5,386

その他 259 100

小計 2,551 △724

利息及び配当金の受取額 232 110

利息の支払額 △11 △47

法人税等の支払額 △3,216 △228

営業活動によるキャッシュ・フロー △444 △889

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 △204 △331

定期預金の払戻による収入 265 284

有形及び無形固定資産の取得による支出 △190 △555

有形及び無形固定資産の売却による収入 16 6

有価証券の償還による収入 300 3

投資有価証券の取得による支出 △114 △4

投資有価証券の売却による収入 17 14

貸付金の回収による収入 24 23

その他の支出 △127 △139

その他の収入 156 128

投資活動によるキャッシュ・フロー 143 △568
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(単位：百万円)

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 517 1,189

長期借入れによる収入 － 1,942

長期借入金の返済による支出 △122 △0

リース債務の返済による支出 △61 △59

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △1,352 △1,336

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,019 1,735

現金及び現金同等物に係る換算差額 786 169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △534 447

現金及び現金同等物の期首残高 42,100 31,897

現金及び現金同等物の四半期末残高 41,565 32,344
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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

 当社グループの事業は印刷機械の製造、販売並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。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社グループの事業は印刷機械の製造、販売並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。 
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【所在地別セグメント情報】 

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

 

 
日本 

(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)

売上高   

(1)外部顧客に対する
売上高 

11,562  2,673 8,629 2,406 25,271 －  25,271 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

13,946  21 95 5 14,069 （14,069） － 

計 25,508  2,695 8,724 2,411 39,340 （14,069） 25,271 

営業利益又は 
営業損失（△） 

2,503  △358 △337 △33 1,774 （1,387） 387 

(注) １ 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 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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)

売上高   

(1)外部顧客に対する
売上高 

6,998  2,208 4,158 869 14,235 －  14,235 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

3,744  11 163 15 3,935 （3,935） － 

計 10,743  2,220 4,322 884 18,170 （3,935） 14,235 

営業利益又は 
営業損失（△） 

△2,104  △507 △523 23 △3,112 541  △2,570 

 

(注) １ 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 
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【海外売上高】 

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

 

 米州 欧州 アジア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万
円） 

3,893  7,502 6,036 1,290 18,721  

Ⅱ 連結売上高（百万
円） 

－  － － － 25,271  

Ⅲ 連結売上高に占め
る海外売上高の割
合（％） 

15.4  29.7 23.9 5.1 74.1  

(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 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 

 米州 欧州 アジア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万
円） 

2,752  3,400 2,762 794 9,710  

Ⅱ 連結売上高（百万
円） 

－  － － － 14,235  

Ⅲ 連結売上高に占め
る海外売上高の割
合（％） 

19.3  23.9 19.4 5.6 68.2  

(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 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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