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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 1,095 △69.7 △902 ― △797 ― △780 ―

21年3月期第1四半期 3,617 ― △1,074 ― △627 ― △816 ―

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 △8.68 ―

21年3月期第1四半期 △9.08 ―

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 43,410 14,346 30.6 147.89
21年3月期 43,446 14,876 31.8 153.84

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,295百万円 21年3月期  13,831百万円

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  

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

（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 ― 0.00 ― 4.00 4.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

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

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

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

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる場合があり
ます。 
２．配当金額は、業績動向を見極めつつ検討することとしております。当期の第２四半期末、期末および年間の配当予想額につきましては、業績の状況や
経営環境の先行きが不透明であることから、未定としております。配当予想額の開示が可能になった時点で速やかに開示いたします。 

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） 22年3月期第1四半期 90,279,200株 21年3月期  90,279,200株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  376,908株 21年3月期  372,635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 89,903,401株 21年3月期第1四半期 89,930,821株
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 当第１四半期連結会計期間（平成21年4月1日～平成21年6月30日）におけるわが国経済は、一部で生産や個人消

費に回復の兆しも見え始めたものの、昨年来の世界的な金融・経済危機や円高の影響が大きく、依然企業収益や雇

用情勢は改善せず、当社グループ（当社及び連結子会社）の得意先である新聞業界の設備投資需要も改善の兆しが

見えず、きわめて厳しい状況が続きました。 

 このような中で、当社グループは販路拡大と需要喚起に努めましたが、売上高は前年同期比で大きく落ち込みま

した。当第１四半期連結会計期間では国内新聞社に各種新聞発送システムを納入、また輪転機のメンテナンス工事

を行いました。 

 当第１四半期連結会計期間の業績については、以下のとおりであります。 

《売上高》 

 当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、新聞用輪転機、商業用輪転機並びにシステム制御機器が、国内外と

も納期の到来するものが少なく、10億95百万円（前年同四半期比69.7％減）となりました。 

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

《営業損益》 

 損益面では、設計、製造の各方面でコストダウンに努めましたが、受注競争が激化している事に加えて、売上高

が連結会計期間の後半に片寄る傾向があるため固定費を賄いきれなかったことにより、当第１四半期連結会計期間

の営業損失は9億2百万円（前年同四半期は営業損失10億74百万円）となりました。 

《経常損益》 

 当第１四半期連結会計期間は外国為替相場が円安傾向に推移したため63百万円の為替差益を計上し、経常損失は

7億97百万円（前年同四半期は経常損失6億27百万円）となりました。 

《特別損益》 

 その結果、税金等調整前四半期純損失は7億4百万円（前年同四半期は税金等調整前四半期純損失8億29百万円）

となり、当第１四半期連結会計期間の四半期純損失は7億80百万円（前年同四半期は四半期純損失8億16百万円）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あります。 

 印刷機械関連事業の売上高は10億61百万円（前年同四半期比70.4％減）です。営業損失は4億70百万円（前年同

四半期は営業損失6億5百万円）です。 

 不動産賃貸事業の売上高は33百万円（前年同四半期比0.6％増）、営業利益は26百万円（前年同四半期比18.8％

増）です。 

 所在地別セグメントについては、日本における売上高は10億57百万円（前年同四半期比70.5％減）、営業損失は

4億14百万円（前年同四半期は営業損失5億29百万円）、米国における売上高は37百万円（前年同四半期比25.1％

増）、営業損失は29百万円（前年同四半期は営業損失54百万円）となっております。 

  

 ○ 財政状態の分析 

  当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ36百万円減少し、434億10百万円となり

ました。資産の部では、仕掛品が24億75百万円増加し、現金及び預金が28億75百万円減少しました。また投資有価

証券が6億47百万円増加しました。 

  負債の部は、前連結会計年度末に比べ4億92百万円増加し290億63百万円となりました。主な要因は前受金の10億

84百万円の増加によるものです。 

  純資産の部は、前連結会計年度末に比べ5億29百万円減少し143億46百万円となりました。主な要因は資本剰余金

の32億41百万円の減少と利益剰余金の21億1百万円の増加によるものです。 

  

 ○キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産

の増加等の要因により、前連結会計年度末に比べ28億76百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には76億59百

万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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24億84百万円（前年同四半期比17.0％増）となりました。資金増加の要因は主に

前受金の10億84百万円の増加によるものであります。資金減少の要因は主にたな卸資産の24億69百万円の増加によ

るものであります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（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53百万円（前年同四半期比96.5％減）となりました。資金減少の要因は主に、玉

川製造所・伊賀テクノセンタ－の設備の増設及び改修等に伴う有形及び無形固定資産の取得による50百万円の支出

によるものであります。 

（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3億39百万円（前年同四半期は1億60百万円の獲得）となりました。配当金の支払

額2億94百万円が主な減少要因であります。  

 平成21年5月15日に公表した連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する

会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に

着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につ

いては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用して

おります。 

  これにより、売上高は46,079千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ8,542

千円減少しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

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

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

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

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成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 7,737,537 10,612,811

受取手形及び売掛金 1,412,430 1,506,397

有価証券 287,325 271,260

仕掛品 12,357,398 9,881,664

原材料及び貯蔵品 913,044 920,792

繰延税金資産 492,636 564,791

その他 1,389,429 1,393,275

貸倒引当金 △4,907 △7,300

流動資産合計 24,584,893 25,143,692

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,320,491 3,382,310

機械装置及び運搬具（純額） 2,198,423 2,280,452

土地 3,057,061 3,057,061

リース資産（純額） 1,063,476 1,087,900

その他（純額） 334,196 327,833

有形固定資産合計 9,973,648 10,135,558

無形固定資産   

その他 108,542 115,898

無形固定資産合計 108,542 115,898

投資その他の資産   

投資有価証券 3,940,866 3,293,793

その他 5,523,014 5,447,283

貸倒引当金 △771,151 △742,964

投資その他の資産合計 8,692,730 7,998,112

固定資産合計 18,774,921 18,249,569

繰延資産   

社債発行費 50,604 53,702

繰延資産合計 50,604 53,702

資産合計 43,410,419 43,446,963
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,558,565 2,929,988

短期借入金 1,191,000 1,191,000

1年内返済予定の長期借入金 1,652,000 1,652,000

1年内償還予定の社債 540,000 540,000

未払法人税等 34,508 70,709

前受金 4,831,149 3,746,380

賞与引当金 349,014 398,442

受注損失引当金 714,801 714,801

その他の引当金 156,881 250,414

その他 453,755 542,781

流動負債合計 12,481,675 12,036,516

固定負債   

社債 4,390,000 4,390,000

長期借入金 5,803,800 5,831,800

退職給付引当金 4,590,849 4,490,285

役員退職慰労引当金 499,172 491,774

負ののれん 87,330 104,796

その他 1,211,052 1,225,787

固定負債合計 16,582,203 16,534,443

負債合計 29,063,879 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 3,808,021 7,049,984

利益剰余金 1,098,356 △1,003,563

自己株式 △111,265 △110,566

株主資本合計 13,136,112 14,276,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 225,003 △375,287

為替換算調整勘定 △65,228 △70,020

評価・換算差額等合計 159,774 △445,307

少数株主持分 1,050,653 1,044,456

純資産合計 14,346,540 14,876,004

負債純資産合計 43,410,419 43,446,963
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 3,617,139 1,095,342

売上原価 3,554,243 1,101,032

売上総利益又は売上総損失（△） 62,896 △5,689

販売費及び一般管理費 1,136,929 896,559

営業損失（△） △1,074,033 △902,249

営業外収益   

受取利息 18,687 2,895

受取配当金 62,365 46,189

負ののれん償却額 9,184 17,466

為替差益 319,532 63,036

その他 87,714 81,119

営業外収益合計 497,484 210,706

営業外費用   

支払利息 46,605 84,213

その他 4,144 22,187

営業外費用合計 50,750 106,401

経常損失（△） △627,299 △797,943

特別利益   

固定資産売却益 － 5,060

貸倒引当金戻入額 9,064 2,332

製品保証引当金戻入額 57,000 73,535

賞与引当金戻入額 － 21,276

特別利益合計 66,064 102,204

特別損失   

固定資産除売却損 246,046 9,155

たな卸資産評価損 21,887 －

特別損失合計 267,934 9,155

税金等調整前四半期純損失（△） △829,168 △704,894

法人税、住民税及び事業税 27,327 28,254

法人税等調整額 △32,124 37,698

法人税等合計 △4,796 65,953

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7,492 9,569

四半期純損失（△） △816,879 △780,417
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △829,168 △704,894

減価償却費 226,006 215,774

負ののれん償却額 △9,184 △17,466

社債発行費償却 － 3,098

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,461 25,854

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,789 △49,428

製品保証引当金の増減額（△は減少） △62,443 △93,533

退職給付引当金の増減額（△は減少） 92,121 100,563

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,042 7,398

受取利息及び受取配当金 △81,053 △49,085

支払利息 46,605 84,213

為替差損益（△は益） △107,511 △3,851

固定資産除売却損益（△は益） 246,046 △4,404

たな卸資産評価損 21,887 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,053,209 95,945

前受金の増減額（△は減少） 1,686,670 1,084,772

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,590,660 △2,469,578

仕入債務の増減額（△は減少） △821,006 △361,221

その他 △87,236 △242,902

小計 △1,226,003 △2,378,743

利息及び配当金の受取額 81,053 49,085

利息の支払額 △32,839 △79,303

法人税等の支払額 △945,539 △75,749

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,123,328 △2,484,711

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △1,097 △1,108

有価証券の取得による支出 △598 △597

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,624,796 △50,454

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 6,192

その他 89,556 △7,910

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,536,935 △53,878
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（単位：千円）

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   

短期借入金の返済による支出 △200,000 －

長期借入金の返済による支出 △20,000 △28,000

自己株式の処分による収入 463 －

自己株式の取得による支出 △990 △699

リース債務の増加による収入 660,750 －

リース債務の返済による支出 △4,333 △12,577

配当金の支払額 △271,090 △294,978

少数株主への配当金の支払額 △3,930 △3,330

財務活動によるキャッシュ・フロー 160,868 △339,586

現金及び現金同等物に係る換算差額 125,969 1,794

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,373,426 △2,876,381

現金及び現金同等物の期首残高 12,510,248 10,535,943

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,136,821 7,659,561
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 該当事項はありません。 

  

  

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主要な製品又は事業の内容 

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

動化省力化機器 

(2）不動産賃貸事業……………事務所賃貸事業 

３.前第1四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における営業利益（又は営業損失（△））の消去又

は全社の金額の内容は、親会社の配賦不能営業費用（管理部門に係る費用）490,390千円及び458,103千円で

あります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  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）

  
印刷機械関連
事業（千円） 

不動産賃貸事
業（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

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

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  2,077  2,077 (2,077)  －

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

営業利益（又は営業損失

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

  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）

  
印刷機械関連
事業（千円） 

不動産賃貸事
業（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  1,061,876  33,466  1,095,342  －  1,095,342

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  1,200  1,200 (1,200)  －

計  1,061,876  34,666  1,096,542 (1,200)  1,095,342

営業利益（又は営業損失

（△）） 
 △470,333  26,187  △444,146 (458,103)  △902,249
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（注）１．前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における営業利益（又は営業損失（△））の消去

又は全社の金額の内には、親会社の配賦不能営業費用（管理部門に係る費用）490,390千円及び458,103千円

が含まれております。 

   

〔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（千円） 米国（千円） 計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高                              

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

(2）セグメント間の内部売上高

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

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

営業利益（又は営業損失

（△）） 
 △529,467  △54,175  △583,643 (490,390)  △1,074,033

  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（千円） 米国（千円） 計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  1,057,844  37,498  1,095,342  －  1,095,342

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 10,546  20,944  31,490 (31,490)  －

計  1,068,390  58,442  1,126,832 (31,490)  1,095,342

営業利益（又は営業損失

（△）） 
 △414,161  △29,984  △444,146 (458,103)  △902,249
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 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………………米国 

(2）アジア……………韓国、中国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

   

 該当事項はありません。 

〔海外売上高〕

    北米 欧州 アジア 計

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） 

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

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  3,617,139

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合 

（％） 

 0.8  0.0  6.8  7.6

    北米 アジア 計 

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） 

Ⅰ 海外売上高（千円）  37,498  37,840  75,338

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  1,095,342

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合 

（％） 

 3.4  3.5  6.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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