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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 7,748 △19.8 △1,862 ― △1,942 ― △319 ―

21年3月期第2四半期 9,666 ― △1,640 ― △1,480 ― △2,572 ―

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 △3.58 ―

21年3月期第2四半期 △28.60 ―

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 42,367 14,132 30.9 149.37
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2四半期  13,069百万円 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月期の期末配当予想は未定であります。 

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 ― 0.00 ― 4.00 4.00

22年3月期 ― 0.00

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  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

通期 18,500 △15.7 △1,500 ― △1,600 ― 40 ― 0.45
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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。当期の期末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2四半期 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2四半期  2,780,136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2四半期 89,101,519株 21年3月期第2四半期 89,927,526株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年9月30日）におけるわが国経済は、景気対策

の効果や在庫調整の一巡等により、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・生産ともに充分な成

績には至りませんでした。当第２四半期連結会計期間では当社グループの主力製品であるシャフトレス

オフセット印刷機「カラートップ7100CDH」「カラートップ6200UD」等を納入しました。 

当第２四半期連結累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２四半期連結累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、77億48百万円（前年同期四半期比19.8％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

２四半期連結累計期間の営業損失は18億62百万円（前年同四半期は営業損失16億40百万円）となりまし

た。 

《経常損益》 

当第２四半期連結累計期間は外国為替相場が円高傾向に推移したため37百万円の為替差損を計上し、経

常損失は19億42百万円（前年同四半期は経常損失14億80百万円）となりました。 

《特別損益》 

特別利益の部では、当社が保有する固定資産を見直し、川崎市中原区の土地の一部を売却した事等に

より、17億12百万円の固定資産売却益を計上しました。 

その結果、税金等調整前四半期純損失は1億55百万円（前年同四半期は税金等調整前四半期純損失24億

49百万円）となり、当第２四半期連結累計期間の四半期純損失は3億19百万円（前年同四半期は四半期

純損失25億72百万円）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76億85百万円（前年同四半期比20.0％減）です。営業損失は9億71百万

円（前年同四半期は営業損失6億34百万円）です。 

 不動産賃貸事業の売上高は62百万円（前年同四半期比1.1％減）、営業利益は49百万円（前年同四半

期比23.6％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76億78百万円（前年同四半期期比17.6％

減）、営業損失は8億66百万円（前年同四半期は営業損失2億18百万円）、米国における売上高は69百万

円（前年同四半期期比80.0％減）、営業損失は55百万円（前年同四半期は営業損失88百万円）となって

おります。 

  

当第２四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10億79百万円減少し、

423億67百万円となりました。資産の部では、受取手形及び売掛金が13億33百万円増加しました。また

法人税や消費税の未収還付金の減少等により、流動資産のその他が11億5百万円減少しました。 

負債の部は、前連結会計年度末に比べ3億36百万円減少し282億34百万円となりました。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ7億43百万円減少し141億32百万円となりました。主な要因は

・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

(1)業績の状況

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)財政状態の分析
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資本剰余金の32億41百万円の減少と利益剰余金の25億63百万円の増加によるものです。 

  

当第２四半期連結累計期間の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

資産の減少等の要因により、前連結会計期間末に比べ3億89百万円減少し、当第２四半期連結会計期間

末には101億46百万円となりました。 

当第２四半期連結累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8億99百万円（前年同四半期は44億64百万円の使用）となりました。

資金増加の要因は主にたな卸資産の6億98百万円の減少によるものであります。資金減少の要因は主に

売上債権の13億30百万円の増加によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果獲得した資金は17億13百万円（前年同四半期は20億58百万円の使用）となりました。

資金増加の要因は主に、川崎市中原区の土地の一部の売却等による17億16百万円の収入によるものであ

ります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は11億81百万円（前年同四半期は31億22百万円の獲得）となりました。

自己株式の4億47百万円の取得と社債の2億70百万円の償還が主な減少要因であります。 

  

 第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年5

月15日に公表いたしました平成22年3月期の通期連結業績予想を修正しております。詳細は平成21年11月

11日に別途開示している「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

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）を第１四半期連結会計期間より適用

し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四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163,248千円増加し、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15,539千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況

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 10,225,224 10,612,811

受取手形及び売掛金 2,839,406 1,506,397

有価証券 200,000 271,260

仕掛品 9,265,824 9,881,664

原材料及び貯蔵品 829,837 920,792

繰延税金資産 464,286 564,791

その他 287,923 1,393,275

貸倒引当金 △8,101 △7,300

流動資産合計 24,104,401 25,143,692

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,259,887 3,382,310

機械装置及び運搬具（純額） 2,094,367 2,280,452

土地 3,055,145 3,057,061

リース資産（純額） 1,042,624 1,087,900

その他（純額） 358,101 327,834

有形固定資産合計 9,810,126 10,135,558

無形固定資産   

その他 67,962 115,898

無形固定資産合計 67,962 115,898

投資その他の資産   

投資有価証券 3,645,002 3,293,793

その他 5,444,234 5,447,283

貸倒引当金 △752,144 △742,964

投資その他の資産合計 8,337,091 7,998,112

固定資産合計 18,215,181 18,249,569

繰延資産   

社債発行費 47,506 53,702

繰延資産合計 47,506 53,702

資産合計 42,367,088 43,446,963
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（単位：千円）

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 2,438,834 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 65,545 70,709

前受金 4,285,139 3,746,380

賞与引当金 381,778 398,442

受注損失引当金 601,079 714,801

その他の引当金 192,291 250,414

その他 718,028 542,781

流動負債合計 12,065,695 12,036,516

固定負債   

社債 4,120,000 4,390,000

長期借入金 5,755,800 5,831,800

退職給付引当金 4,502,816 4,490,285

役員退職慰労引当金 541,119 491,774

負ののれん 69,864 104,796

その他 1,179,446 1,225,787

固定負債合計 16,169,046 16,534,443

負債合計 28,234,742 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 1,559,572 △1,003,563

自己株式 △558,242 △110,566

株主資本合計 13,150,351 14,276,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33,147 △375,287

為替換算調整勘定 △47,293 △70,020

評価・換算差額等合計 △80,440 △445,307

少数株主持分 1,062,435 1,044,456

純資産合計 14,132,346 14,876,004

負債純資産合計 42,367,088 43,446,963
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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：千円）

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 9,666,590 7,748,157

売上原価 8,834,125 7,796,981

売上総利益又は売上総損失（△） 832,464 △48,824

販売費及び一般管理費 2,472,618 1,813,349

営業損失（△） △1,640,153 △1,862,174

営業外収益   

受取利息 38,558 8,293

受取配当金 67,003 49,910

負ののれん償却額 18,369 34,932

為替差益 26,311 －

その他 136,273 91,297

営業外収益合計 286,516 184,433

営業外費用   

支払利息 100,830 168,960

為替差損 － 37,501

その他 25,869 58,262

営業外費用合計 126,700 264,724

経常損失（△） △1,480,338 △1,942,465

特別利益   

固定資産売却益 4,873 1,712,231

投資有価証券売却益 － 19,198

貸倒引当金戻入額 10,435 606

製品保証引当金戻入額 24,000 11,189

賞与引当金戻入額 － 30,725

受取和解金 － 95,500

特別利益合計 39,309 1,869,451

特別損失   

固定資産除売却損 265,922 50,013

たな卸資産評価損 21,887 －

投資有価証券評価損 720,722 －

役員退職慰労引当金繰入額 － 32,635

特別損失合計 1,008,532 82,649

税金等調整前四半期純損失（△） △2,449,561 △155,663

法人税、住民税及び事業税 58,657 50,958

法人税等調整額 53,990 91,145

法人税等合計 112,647 142,104

少数株主利益 10,038 21,433

四半期純損失（△） △2,572,248 △319,201
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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 △2,449,561 △155,663

減価償却費 463,049 435,857

負ののれん償却額 △18,369 △34,932

社債発行費償却 2,065 6,196

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,855 10,324

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,224 △16,664

製品保証引当金の増減額（△は減少） △35,825 △58,123

受注損失引当金の増減額（△は減少） 34,840 △113,721

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,330 12,531

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27,397 49,345

受取利息及び受取配当金 △105,561 △58,203

支払利息 100,830 168,960

為替差損益（△は益） △169,057 3,464

投資有価証券評価損益（△は益） 720,722 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △19,198

固定資産除売却損益（△は益） 261,048 △1,662,218

たな卸資産評価損 21,887 －

訴訟和解金 － △95,500

売上債権の増減額（△は増加） 1,836,139 △1,330,035

前受金の増減額（△は減少） 29,877 539,020

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,297,376 698,483

仕入債務の増減額（△は減少） △1,563,556 △444,320

その他 △406,622 870,049

小計 △3,517,324 △1,194,348

利息及び配当金の受取額 105,561 58,203

利息の支払額 △101,568 △168,667

法人税等の支払額 △950,857 △75,728

法人税等の還付額 － 385,153

訴訟和解金の受取額 － 95,500

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,464,188 △899,887

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） 98,002 △2,008

投資有価証券の取得による支出 △126,393 △11,419

投資有価証券の売却による収入 － 92,133

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,062,668 △103,737

有形固定資産の除却による支出 △143,850 －

有形及び無形固定資産の売却による収入 4,999 1,716,273

その他 171,585 22,241

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,058,323 1,713,483
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（単位：千円）

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） 

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 －

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △40,000 △76,000

社債の発行による収入 2,634,938 －

社債の償還による支出 － △270,000

自己株式の処分による収入 1,854 －

自己株式の取得による支出 △4,667 △447,676

リース債務の増加による収入 806,250 －

リース債務の返済による支出 △11,731 △25,286

配当金の支払額 △359,786 △358,972

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 3,122,926 △1,181,265

現金及び現金同等物に係る換算差額 178,131 △21,925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,221,453 △389,595

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 9,288,794 10,146,348
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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２四半期連結累計期間及び当第２四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)1,045,211千円及び939,781千円であ

ります。 

４ 「 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」に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より「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）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が印刷機械関連事業で15,539千円減少し

ております。 

  

(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)

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

9,603,105 63,485 9,666,590 ― 9,666,590

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 3,677 3,677 (3,677) ―

計 9,603,105 67,163 9,670,268 (3,677) 9,666,590

営業利益(又は営業損失(△)) △634,665 39,723 △594,942 (1,045,211) △1,640,153

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)

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

7,685,343 62,813 7,748,157 ― 7,748,157

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 2,400 2,400 (2,400) ―

計 7,685,343 65,213 7,750,557 (2,400) 7,748,157

営業利益(又は営業損失(△)) △971,495 49,103 △922,392 (939,781) △1,862,174
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(注)１．前第２四半期連結累計期間及び当第２四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)1,045,211千円及び939,781千円が含

まれております。 

  ２．「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」に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間より「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」（企業会計基準第18号 平成19年12月27日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が日本で15,539千円減少しております。 

  

【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(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

9,320,736 345,854 9,666,590 ― 9,666,590

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,742,197 8,770 1,750,968 (1,750,968) ―

計 11,062,934 354,624 11,417,559 (1,750,968) 9,666,590

営業利益(又は営業損失(△)) △218,283 △88,703 △306,986 (1,333,167) △1,640,153

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(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

7,678,938 69,218 7,748,157 ― 7,748,157

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

30,495 43,117 73,613 (73,613) ―

計 7,709,434 112,335 7,821,770 (73,613) 7,748,157

営業利益(又は営業損失(△)) △866,835 △55,557 △922,392 (939,781) △1,862,174
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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) 欧州………………ポルトガル 

 (3) アジア……………タイ、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)

Ⅰ 海外売上高(千円) 345,854 218,719 1,281,258 1,845,831

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 9,666,590

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
  に占める割合(％)

3.6 2.3 13.2 19.1

北米 アジア 計

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)

Ⅰ 海外売上高(千円) 69,218 44,510 113,728

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 7,748,157

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
  に占める割合(％)

0.9 0.6 1.5

(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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