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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 11,624 △43.7 △3,873 ― △3,993 ― △2,430 ―

21年3月期第3四半期 20,642 ― △1,927 ― △2,225 ― △4,394 ―

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3四半期 △27.45 ―

21年3月期第3四半期 △48.87 ―

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3四半期 38,478 11,796 27.9 122.79
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3四半期  10,743百万円 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  
 

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）

0.00 0.00

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  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 16,900 △23.0 △3,900 ― △4,000 ― 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 

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。 

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3四半期 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3四半期  2,782,420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3四半期 88,567,094株 21年3月期第3四半期 89,924,430株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年12月31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３四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３四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３四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、116億24百万円（前年同期四半期比43.7％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、製造の各方面で変動費及び固定費のコストダウンに努めましたが、前述のとおり

充分な売上が計上できず、固定費を賄いきれなかったことにより、当第３四半期連結累計期間の営業損

失は38億73百万円（前年同四半期は営業損失19億27百万円）となりました。 

《経常損益》 

 借入金の利息等を計上し、経常損失は39億93百万円（前年同四半期は経常損失22億25百万円）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21億69百万円（前年同四半期は税金等調整前四半期純損失45

億70百万円）となり、当第３四半期連結累計期間の四半期純損失は24億30百万円（前年同四半期は四半

期純損失43億94百万円）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115億28百万円（前年同四半期比43.9％減）です。営業損失は25億73百

万円（前年同四半期は営業損失4億40百万円）です。 

 不動産賃貸事業の売上高は96百万円（前年同四半期比1.0％増）、営業利益は75百万円（前年同四半

期比25.6％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115億32百万円（前年同四半期期比35.6％

減）、営業損失は23億98百万円（前年同四半期は営業損失4億84百万円）、米国における売上高は92百

万円（前年同四半期期比96.6％減）、営業損失は99百万円（前年同四半期は営業利益99百万円）となっ

ております。 

  

当第３四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49億67百万円減少し、

384億78百万円となりました。資産の部では、仕掛品が18億59百万円減少しました。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10億99百万円減少しました。 

負債の部は、前連結会計年度末に比べ18億88百万円減少し266億82百万円となりました。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ30億79百万円減少し117億96百万円となりました。主な要因

・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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は資本剰余金の32億42百万円の減少と利益剰余金の4億51百万円の増加によるものです。 

  

当第３四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5億91百万円減少し、当第３四半期連結会計期間

末には99億44百万円となりました。 

当第３四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9億34百万円（前年同四半期は69百万円の使用）となりました。資金

増加の要因は主にたな卸資産の19億25百万円の減少によるものであります。資金減少の要因は主に前受

金の7億60百万円の減少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15億58百万円（前年同四半期は22億69百万円の使用）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12億2百万円（前年同四半期は44億6百万円の獲得）となりました。自

己株式の4億48百万円の取得と社債の2億70百万円の償還が主な減少要因であります。 

  

 第３四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11

月11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22年2月9

日に別途開示している「業績予想並びに配当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３四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844,793千円増加し、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44,336千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３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31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 10,024,229 10,612,811

受取手形及び売掛金 1,038,889 1,506,397

有価証券 200,000 271,260

仕掛品 8,021,947 9,881,664

原材料及び貯蔵品 848,403 920,792

繰延税金資産 427,578 564,791

その他 293,710 1,393,275

貸倒引当金 △4,651 △7,300

流動資産合計 20,850,107 25,143,692

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,205,837 3,382,310

機械装置及び運搬具（純額） 2,036,571 2,280,452

土地 3,055,449 3,057,061

リース資産（純額） 1,044,295 1,087,900

その他（純額） 627,268 327,834

有形固定資産合計 9,969,422 10,135,558

無形固定資産   

その他 61,269 115,898

無形固定資産合計 61,269 115,898

投資その他の資産   

投資有価証券 3,433,367 3,293,793

その他 5,348,226 5,447,283

貸倒引当金 △1,227,803 △742,964

投資その他の資産合計 7,553,790 7,998,112

固定資産合計 17,584,482 18,249,569

繰延資産   

社債発行費 44,408 53,702

繰延資産合計 44,408 53,702

資産合計 38,478,999 43,446,963
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31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 2,317,418 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 152,000 1,652,000

1年内償還予定の社債 3,040,000 540,000

未払法人税等 56,473 70,709

前受金 2,985,690 3,746,380

賞与引当金 159,985 398,442

受注損失引当金 754,597 714,801

その他の引当金 120,820 250,414

その他 972,144 542,781

流動負債合計 11,750,129 12,036,516

固定負債   

社債 1,620,000 4,390,000

長期借入金 7,228,000 5,831,800

退職給付引当金 4,306,200 4,490,285

役員退職慰労引当金 547,213 491,774

負ののれん 52,398 104,796

その他 1,178,473 1,225,787

固定負債合計 14,932,285 16,534,443

負債合計 26,682,415 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 3,807,572 7,049,984

利益剰余金 △552,137 △1,003,563

自己株式 △558,033 △110,566

株主資本合計 11,038,401 14,276,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △242,997 △375,287

為替換算調整勘定 △51,561 △70,020

評価・換算差額等合計 △294,559 △445,307

少数株主持分 1,052,742 1,044,456

純資産合計 11,796,583 14,876,004

負債純資産合計 38,478,999 43,446,963
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年4月1日 

 至 平成21年12月31日） 

売上高 20,642,815 11,624,668

売上原価 18,903,908 12,192,506

売上総利益又は売上総損失（△） 1,738,907 △567,838

販売費及び一般管理費 3,666,199 3,305,206

営業損失（△） △1,927,292 △3,873,045

営業外収益   

受取利息 42,008 9,765

受取配当金 95,131 66,952

負ののれん償却額 47,270 52,398

その他 144,585 106,066

営業外収益合計 328,995 235,183

営業外費用   

支払利息 166,938 253,459

為替差損 418,959 19,345

その他 40,854 82,895

営業外費用合計 626,752 355,699

経常損失（△） △2,225,049 △3,993,561

特別利益   

固定資産売却益 4,873 1,712,229

投資有価証券売却益 － 19,224

貸倒引当金戻入額 15,897 594

製品保証引当金戻入額 － 50,025

賞与引当金戻入額 － 30,725

受取和解金 － 93,570

特別利益合計 20,770 1,906,369

特別損失   

固定資産除売却損 266,329 50,013

たな卸資産評価損 21,887 －

投資有価証券評価損 2,077,521 －

役員退職慰労引当金繰入額 － 32,541

特別損失合計 2,365,738 82,554

税金等調整前四半期純損失（△） △4,570,016 △2,169,747

法人税、住民税及び事業税 47,281 38,902

法人税等調整額 △231,513 210,498

法人税等合計 △184,232 249,401

少数株主利益 8,657 11,762

四半期純損失（△） △4,394,441 △2,430,911
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △4,570,016 △2,169,747

減価償却費 706,081 659,500

負ののれん償却額 △47,270 △52,398

社債発行費償却 5,163 9,294

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,048 482,407

賞与引当金の増減額（△は減少） △325,130 △238,457

製品保証引当金の増減額（△は減少） 18,498 △129,594

受注損失引当金の増減額（△は減少） 34,840 39,796

退職給付引当金の増減額（△は減少） 82,998 △184,084

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,162 55,439

受取利息及び受取配当金 △137,139 △76,718

支払利息 166,938 253,459

為替差損益（△は益） △165,019 2,100

投資有価証券評価損益（△は益） 2,077,521 －

投資有価証券売却損益（△は益） △15 △19,224

固定資産除売却損益（△は益） 261,456 △1,662,216

たな卸資産評価損 21,887 －

訴訟和解金 － △93,570

売上債権の増減額（△は増加） 3,256,733 470,000

前受金の増減額（△は減少） △436,508 △760,162

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,432,774 1,925,296

仕入債務の増減額（△は減少） △1,816,237 △774,158

その他 714,505 1,122,337

小計 1,263,944 △1,140,699

利息及び配当金の受取額 137,139 76,718

利息の支払額 △143,973 △252,708

法人税等の支払額 △1,327,079 △96,191

法人税等の還付額 － 385,153

訴訟和解金の受取額 － 93,570

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,969 △934,157

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） 97,102 －

投資有価証券の取得による支出 △127,190 △12,255

投資有価証券の売却による収入 71 92,176

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,293,953 △275,590

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 1,716,271

その他 193,169 38,191

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,269,650 1,558,792
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 1,200,000 －

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 1,500,200

長期借入金の返済による支出 △68,000 △1,604,000

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 3,183 270

自己株式の取得による支出 △7,492 △448,187

リース債務の増加による収入 931,250 21,303

リース債務の返済による支出 △21,406 △39,301

配当金の支払額 △362,083 △359,362

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 4,406,458 △1,202,405

現金及び現金同等物に係る換算差額 155,851 △13,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,222,690 △591,190

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 14,732,938 9,944,753
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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３四半期連結累計期間及び当第３四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)1,546,954千円及び1,375,340千円で

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44,336千円減少し

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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12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)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

20,547,079 95,736 20,642,815 ― 20,642,815

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 4,887 4,887 (4,877) ―

計 20,547,079 100,614 20,647,693 (4,877) 20,642,815

営業利益(又は営業損失(△)) △440,516 60,178 △380,337 (1,546,954) △1,927,292

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12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)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

11,528,084 96,584 11,624,668 ― 11,624,668

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 3,600 3,600 (3,600) ―

計 11,528,084 100,184 11,628,268 (3,600) 11,624,668

営業利益(又は営業損失(△)) △2,573,295 75,590 △2,497,705 (1,375,340) △3,873,045
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(注)１．前第３四半期連結累計期間及び当第３四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)1,546,954千円及び1,375,340千円が

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44,336千円減少しております。 

  

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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

17,916,938 2,725,876 20,642,815 ― 20,642,815

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,682,325 23,083 1,705,409 (1,705,409) ―

計 19,599,264 2,748,959 22,348,224 (1,705,409) 20,642,815

営業利益(又は営業損失(△)) △484,158 99,027 △385,130 (1,542,161) △1,927,292

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

11,532,095 92,573 11,624,668 ― 11,624,668

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

41,361 42,245 83,607 (83,607) ―

計 11,573,457 134,819 11,708,276 (83,607) 11,624,668

営業利益(又は営業損失(△)) △2,398,173 △99,531 △2,497,705 (1,375,340) △3,873,045
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,725,876 218,719 6,660,975 9,605,571

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 20,642,815

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
  に占める割合(％)

13.2 1.0 32.3 46.5

北米 アジア 計

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

Ⅰ 海外売上高(千円) 92,573 98,520 191,094

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 11,624,668

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
  に占める割合(％)

0.8 0.8 1.6

(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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