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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 34,078 △44.7 △3,749 ― △3,938 ― △4,289 ―

21年3月期第2四半期 61,574 ― 3,765 ― 3,306 ― 730 ―

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2四半期 △64.19 ―

21年3月期第2四半期 10.82 ―

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2四半期 175,849 138,842 79.0 2,077.69
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2四半期  138,842百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 77,500 △30.4 △5,000 ― △5,300 ― △6,000 ― △89.79
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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、８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、７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2四半期 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2四半期  1,467,061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2四半期 66,825,460株 21年3月期第2四半期 67,562,861株
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（参考） 
平成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、対前期増減率） 

 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

通     期 53,500 △41.5 △5,700 － △5,000 － △5,600 － △83 80
（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
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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２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比44.7％減少の34,078百万円となりました。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２四半期 

連結累計期間 

(20.4.1～20.9.30) 

当第２四半期 

連結累計期間 

(21.4.1～21.9.30)

増減率（％） 

売上高 61,574 34,078 △44.7％ 

国内 15,510 10,855 △30.0％ 

米州 14,497 5,318 △63.3％ 

欧州 16,155 9,674 △40.1％ 

アジア 12,012 6,851 △43.0％ 

内

訳 

その他地域 3,398 1,378 △59.4％ 

 

昨年の金融危機に端を発した世界的経済収縮は、今年前半を底として一部の業界で回復の兆しが

見られましたが、印刷産業では世界的に縮小・低迷状態が続きました。 

 

国内では、印刷需要の回復が見られず、景気の不安定感もあるため、印刷産業では設備投資を延

期する傾向が続きました。このような状況下で、当社製品・サービスの受注と売上は、ともに前年

同期比で減少し、売上高は前年同期比30.0％減少の10,855百万円となりました。 

 

米州のうち、米国では、政府の景気刺激策により一部業種には回復傾向が見られたものの、金融

収縮による貸し渋りは継続し、景気の不透明感は続きました。４年に一度の国際印刷機材展

「Print2009」がシカゴで９月に開催されましたが、回復実感のない印刷産業では設備投資への慎重

姿勢が続きました。このような状況下で、売上高は前年同期比60.0％減少の4,228百万円となりまし

た。中南米でも、印刷市場の縮小、対円での現地通貨安、ファイナンス審査の厳格化・長期化が続

き、印刷産業の設備投資は低調でした。その結果、受注・売上ともに前年同期比で大きく減少し、

売上高は前年同期比72.3％減少の1,089百万円となりました。米州全体としては、売上高は前年同期

比63.3％減少の5,318百万円となりました。 

 

欧州のうち、成熟市場の西欧先進諸国では、景気停滞が継続し、印刷産業の設備投資意欲は低調

に推移しました。これまで成長市場であった中・東欧及び周辺諸国でも、金融危機による通貨下落

と信用収縮で、設備投資のファイナンスが困難な状態が続きました。その結果、売上高は、西欧諸

国と中・東欧及び周辺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40.1％減少の

9,674百万円となりました。 

 

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」以降、内需向け印刷市場を対象とする新しい顧客層からの商談が活発化し、受
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注は大幅な回復基調となりました。一方売上は、前期第３・第４四半期の受注低迷を反映して、前

年同期を大きく下回りました。また、韓国・アセアン・インドなどその他のアジア地域では、世界

経済停滞、金融収縮、通貨下落の影響が継続し、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43.0％減少の6,851百万円となりました。 

 

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59.4％減少の1,378百万円となりました。 

 

一方費用面では、前連結会計期間後半より実施してきたLAWプロジェクトによるコスト削減は、ほ

ぼ計画どおり進捗していますが、市場での競争激化による販売価格の下落や、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で11.5ポイント悪化しました。また、販売費及び一般管理費

の削減にも取組んでまいりましたが、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２四半期連結累計期間の営業損益については、前第２四半期連結累計期間が3,765

百万円の営業利益であったのに比べ、当第２四半期連結累計期間は3,749百万円の営業損失となりま

した。営業外損益は、前第２四半期連結累計期間に計上された818百万円の為替差損が、当第２四半

期連結累計期間は442百万円の差損にとどまったこと、及び助成金収入が198百万円あったことによ

り収支は改善したものの、当第２四半期連結累計期間の経常損失は3,938百万円となりました。また、

当第２四半期連結累計期間において事業構造改善費用等（特別損失）を891百万円計上しており、四

半期純損益については、前第２四半期連結累計期間が730百万円の純利益であったのに比べ、当第２

四半期連結累計期間は4,289百万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5,025百万円減少して175,849百万円、負債は53百万円減少して37,007百万

円、純資産は4,971百万円減少して138,842百万円となりました。 

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9,539百万円、生産調整に伴う

棚卸資産の減少6,510百万円等であり、主な増加要因は、長期預金と現金及び預金の合算比較での増

加9,579百万円、つくば第三期工事等の増加3,071百万円、株式市況回復による投資有価証券の増加

1,231百万円等です。 

負債の主な増加要因は、長・短期借入金の増加7,816百万円等であり、主な減少要因は、支払手形

及び買掛金の減少5,172百万円、債務保証損失引当金の減少497百万円、未払法人税等の減少312百万

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4,580百万円増加し、6,681百万円の資金増

加となりました。資金増加の主な内訳は、売上債権の減少額8,114百万円、棚卸資産の減少額5,625

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4,918百万円、仕入債務の減少額
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5,001百万円等であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が643百万円の資金減少であったものが、3,229

百万円減少し、3,873百万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3,948百万円であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が672百万円の資金減少であったものが7,321百

万円増加し、6,648百万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

315百万円、長期借入れによる収入7,779百万円等であり、主な資金減少は、配当金の支払額1,336百

万円であります。 

以上の結果、当第２四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9,421百万円増加し、41,318百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期の連結業績の動向等を踏まえ、平成21年５月11日の決算発表時に公表した平成22年３

月期通期の連結業績予想を下表の通り修正することと致しました。 

平成22年３月期通期の業績予想については、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、中国など一部地域以外では印刷産業の設備投資の低迷が継続するものと見ております。 

したがって、売上高は当初予想を下回り、これを受け営業利益、経常利益は、現在推進している

LAWプロジェクト（緊急対策）によるコスト削減の効果は見込まれますが、当初予想を下回る見込み

です。また、当期純利益についても事業構造改善費用等（特別損失）の計上により、当初予想を下

回る見込みです。 

なお、当初予想の想定為替レートは1米ドル＝95円、1ユーロ＝125円でしたが、今回の修正予想で

は、下期の為替レートを1米ドル＝90円、1ユーロ＝130円と想定しております。 

 

＜通期の連結業績予想＞ 

（単位：百万円） 

 前回発表予想 

（平成21年５月11日発表） 

今回修正予想
増減率 

（％） 

前期実績 

（平成21年３月期） 

対前期増減率

（％） 

売上高 81,000 77,500 △4.3 111,405 △30.4

営業利益 △4,300 △5,000 － 3,365 －

経常利益 △4,800 △5,300 － 103 －

当期純利益 △5,000 △6,000 － △7,092 －

 

前回発表予想レート：１米ドル＝95円、１ユーロ＝125円 

今回修正下期予想レート：１米ドル＝90円、１ユーロ＝130円 

 

 なお、上記連結業績見通しは、当社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、ユーロを中心とした対円為替相場の変動 

・市場における製品需給の急激な変動と販売価格の変動 

・日本の株式市場の変動 
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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２四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２四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、及び一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、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２四半期 
連結会計期間末 

(平成21年９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 45,546 31,967

受取手形及び売掛金 24,185 33,725

有価証券 1,180 1,338

商品及び製品 24,769 30,162

仕掛品 8,016 8,345

原材料及び貯蔵品 6,723 7,511

その他 6,664 9,360

貸倒引当金 △542 △604

流動資産合計 116,543 121,807

固定資産   

有形固定資産 38,341 35,908

無形固定資産 1,495 1,254

投資その他の資産 19,468 21,904

固定資産合計 59,305 59,067

資産合計 175,849 180,875

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,606 15,779

短期借入金 4,086 3,822

未払法人税等 117 429

債務保証損失引当金 1,764 2,261

その他の引当金 1,768 2,251

その他 9,177 10,957

流動負債合計 27,520 35,501

固定負債   

長期借入金 7,552 －

引当金 785 822

その他 1,149 736

固定負債合計 9,486 1,559

負債合計 37,007 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 66,159 71,785

自己株式 △2,445 △2,444

株主資本合計 139,226 144,852

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 980 199

為替換算調整勘定 △1,365 △1,238

評価・換算差額等合計 △384 △1,038

純資産合計 138,842 143,814

負債純資産合計 175,849 180,875
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 61,574 34,078

売上原価 40,079 26,102

割賦販売未実現利益戻入額 30 29

割賦販売未実現利益繰入額 － 33

売上総利益 21,525 7,971

販売費及び一般管理費 17,760 11,720

営業利益又は営業損失（△） 3,765 △3,749

営業外収益   

受取利息 197 35

受取配当金 145 99

助成金収入 － 198

その他 268 289

営業外収益合計 610 624

営業外費用   

支払利息 56 117

訴訟和解金 － 114

為替差損 818 442

その他 195 139

営業外費用合計 1,069 813

経常利益又は経常損失（△） 3,306 △3,938

特別利益   

固定資産売却益 8 1

貸倒引当金戻入額 9 －

特別利益合計 17 1

特別損失   

固定資産売却損 － 6

固定資産除却損 16 51

投資有価証券評価損 676 32

事業構造改善引当金繰入額 157 59

事業構造改善費用 － 832

特別損失合計 849 981

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（△）

2,474 △4,918

法人税、住民税及び事業税 2,723 90

法人税等調整額 △980 △720

法人税等合計 1,743 △629

四半期純利益又は四半期純損失（△） 730 △4,289
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

2,474 △4,918

減価償却費 1,487 1,219

貸倒引当金の増減額（△は減少） 98 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △15 △148

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3 △43

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30 －

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △48

受取利息及び受取配当金 △342 △135

支払利息 56 117

為替差損益（△は益） 697 612

投資有価証券売却損益（△は益） △1 17

投資有価証券評価損益（△は益） 676 32

保険返戻金 △12 △3

売上債権の増減額（△は増加） 12,677 8,114

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,203 5,625

仕入債務の増減額（△は減少） △1,187 △5,001

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,079 －

その他 △786 △445

小計 5,502 4,994

利息及び配当金の受取額 345 135

利息の支払額 △56 △107

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,691 1,657

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,100 6,681

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 △274 △293

定期預金の払戻による収入 335 284

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,111 △3,948

有形及び無形固定資産の売却による収入 91 47

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 △120 △10

投資有価証券の売却による収入 17 25

貸付金の回収による収入 48 45

その他の支出 △509 △254

その他の収入 578 229

投資活動によるキャッシュ・フロー △643 △3,873

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） 1,559 315

長期借入れによる収入 － 7,779

長期借入金の返済による支出 △124 △0

リース債務の返済による支出 △127 △108

自己株式の純増減額（△は増加） △627 △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 △672 6,648

現金及び現金同等物に係る換算差額 △279 △34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 504 9,421

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 42,604 41,318
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 

28,200 9,542 19,273 4,559 61,574 －  61,574

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

27,113 45 192 17 27,368 （27,368） － 

計 55,313 9,587 19,465 4,576 88,942 （27,368） 61,574

営業利益又は 
営業損失（△） 

5,847 △222 △519 50 5,156 （1,390） 3,765

(注)  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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

17,221 4,017 11,129 1,709 34,078 －  34,078

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

6,235 138 209 33 6,616 （6,616） － 

計 23,457 4,156 11,338 1,742 40,695 （6,616） 34,078

営業利益又は 
営業損失（△） 

△3,344 △1,284 △465 0 △5,094 1,344  △3,749

(注)  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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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） 14,497 16,155 12,012 3,398 46,063  

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 61,574  

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

23.5 26.2 19.5 5.5 74.8  

(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 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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） 5,318 9,674 6,851 1,378 23,222  

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 34,078  

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

15.6 28.4 20.1 4.0 68.1  

(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 

 

(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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