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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 16,382 △25.4 △3,812 ― △4,066 ― 12 ―

21年3月期 21,947 △47.1 △3,671 ― △3,859 ― △5,916 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 0.14 ― 0.1 △9.9 △23.3

21年3月期 △65.79 ― △35.1 △8.1 △16.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 39,102 14,709 34.9 156.00
21年3月期 43,446 14,876 31.8 153.84

（参考） 自己資本   22年3月期  13,649百万円 21年3月期  13,831百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △3,101 4,113 △1,606 10,046
21年3月期 △2,321 △2,637 2,826 10,535

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 359 ― 2.1
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

8,000 3.3 △190 ― △260 ― △290 ― △3.31

通期 18,500 12.9 300 ― 170 ― 5,630 ― 64.35
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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）  有  

（注）詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧下さい。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 1社 （社名 東機不動産株式会社 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 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  2,787,543株 21年3月期  372,635株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 14,103 △25.5 △3,935 ― △4,222 ― △284 ―

21年3月期 18,921 △46.2 △3,795 ― △4,085 ― △6,096 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △3.22 ―

21年3月期 △67.80 ―

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 34,310 11,346 33.1 129.69
21年3月期 39,087 12,022 30.8 133.72

（参考） 自己資本 22年3月期  11,346百万円 21年3月期  12,022百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。 

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 
累計期間

7,030 5.3 △230 ― △210 ― △230 ― △2.63

通期 16,060 13.9 110 ― 160 ― 5,650 ― 64.58
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業績の状況 

当連結会計年度のわが国経済は、2008年秋以降に始まった金融危機と世界同時不況の影響により大きく落ち込ん

だ後、一旦底は打ったと思われるものの、その回復力は弱く、企業は人員削減や設備投資抑制を余儀なくされてお

ります。 

このような情勢下、当社グループが事業を展開している新聞印刷業界においても、広告収入の減収、若年層の新

聞離れによる発行部数の減少等、厳しい状況が続いており、全体的な需要は急減しております。 

当社は全社を挙げ積極的な販路拡大と経費節減に努めてまいりましたが、新聞・印刷業界の不況により誠に遺憾

ながら当連結会計年度の売上げは予想以上に落ち込み、低水準の状況になっております。 

この結果、当連結会計年度の売上高は163億8千2百万円(前期比25.4％減)となり、経常損失は40億6千6百万円(前

期は38億5千9百万円損失)となりましたが、固定資産売却益の計上もあり、当期は1千2百万円の純利益(前期は当期

純損失59億1千6百万円)を計上いたしました。 

事業別・部門別の状況は次のとおりであります。 

≪印刷機械関連事業≫ 

「輪転印刷機部門」 

輪転印刷機(以下輪転機といいます。)とは新聞用・商業用オフセット輪転機等の機種であります。 

その売上高は、新聞印刷業界の設備投資の大幅な減少の影響を受け、152億円(前期比27.6％減)と急減いたしまし

た。 

現在、新聞輪転機は、省エネ・省力化・作業環境の改善等に配慮したシャフトレス方式の輪転機が主流となって

おり、これらの機能を備えた毎時18万部の印刷能力を持つタワー型シャフトレス・オフセット輪転機「カラートッ

プ7100シリーズ」を国内新聞社へ納入致しました。 

また、従来のタワー型シャフトレス・オフセット輪転機「カラートップ6200シリーズ」も国内新聞社へ納入致し

ました。 

今後も、省エネ・省力化等の顧客のニーズに対応することにより、更なる拡販をいたしてまいりたいと存じま

す。 

「システム制御機器部門」 

システム制御機器部門は新聞発送システム、新聞用・商業用自動化省力化機器および新聞組版システム等であり

ます。 

この部門においては、その売上高は8億8千9百万円(前期比6.9％増)となりました。 

当社は昨年、株式会社KKSへ発送機器部門を事業譲渡致しました。 

今後も、顧客のニーズに対応する新機種の開発を実施し、積極的な販売活動をいたしてまいりたいと存じており

ます。 

≪不動産賃貸事業≫ 

不動産賃貸事業売上高は当連結会計年度から、東機不動産株式会社を連結子会社としたため、2億9千2百万円(前

期比129.5％増)となりました。 

今後も、再開発等により不動産賃貸事業を充実させ安定収入確保のため、より一層の努力をいたしてまいる所存

であります。 

  

（次期の見通し） 

今後も、当社グループを取り巻く事業環境は新聞・印刷業界の市場縮小が予想以上に急速に進んでおり、極めて

厳しい状況が続くものと想定されます。 

当社グループはこの状況を打開するため「3.経営方針(2)長期的な会社の経営戦略」に掲げた項目を対処すべき課

題と認識し、グループを挙げて売上高の確保ならびに生産性の向上および経費の削減による収益構造の改革を強力

に進めてまいりたいと存じます。 

通期の業績としましては、連結売上高は185億円（前年実績163億82百万円）の見通しとなります。経常利益は1億

70百万円（前期は経常損失40億66百万円）、当期純利益は56億30百万円（前期は当期純利益12百万円）と予想して

おります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（イ）資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度中の流動資産は、受注減により仕掛品が減少しましたが、繰延税金資産が固定資産から流動資産 

に振替され増加した事等により11億96百万円減少しました。 

固定資産は上記の繰延税金資産の振替及び減価償却等の要因により31億35百万円減少しました。 

負債の部では、前受金が23億19百万円減少しました。 

  

（ロ）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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、前受金減少等の要因に

より、前会計連結会計年度末に比べ4億89百万円減少した結果、当連結会計年度末には100億46百万円となりまし

た。 

当連結会計年度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31億1百万円となりました。資金増加の要因は主に、たな卸資産の28億35百万円の

減少によるものです。資金減少の要因は主に前受金の23億23百万円の減少及び仕入債務の9億93百万円の減少による

ものです。 

（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41億13百万円となりました。主な増加要因は有形固定資産の売却による44億16百

万円の収入によるものです。 

（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16億6百万円となりました。社債の償還による支出5億40百万円及び自己株式の取

得による支出4億48百万円が主な要因であります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

（注５）平成１８年３月期、平成１９年３月期、平成２０年３月期、平成２１年３月期及び平成２２年３月期のキャ

ッシュ・フロー対有利子負債比率とインタレスト・ガバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイ

ナスのため記載しておりません。 

  

当社は事業拡大と、これに耐えうる企業体質の一層の強化のために、内部資金の確保に努めるとともに株主の皆

様への利益還元に十分配慮し、安定的かつ継続的な利益配当を行うことを基本方針としておりますが、厳しい業績

状況を勘案し、中間及び期末配当は無配とさせていただきます。 

(2) 財政状態に関する分析

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平22年3月期

自己資本比率(％) 37.1 35.9 38.7 31.8 34.9

時価ベースの自己資本比率 76.5 57.9 46.9 33.5 25.1

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(年)

－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

－ － － － －

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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次期の株式配当金につきましても、厳しい経営環境が続くものと思われるため無配とさせていただきます。 

  

当社グループの事業展開においてリスク要因となり、経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性があると考えら

れる主な項目は以下のとおりです。 

  

（売上構成） 

当社グループの売上高は国内外新聞社を中核とした受注生産により構成されております。 

個々の契約が巨額に及ぶことがあり、顧客の設備投資の決定、納期により年度毎の売上高に影響を与え、当社グ

ループの財政状況および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（為替レートの変動について） 

当社グループの事業にはアメリカ、欧州、アジア等、海外における販売が含まれております。 

現地通貨建の契約は、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。 

受注、納入、代金回収まで１年を超える長期契約があるため、為替レートの変動は当社グループの業績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。 

一般に他の通貨に対する円高は当社グループに悪影響をもたらします。 

  

（投資有価証券の減損について） 

当社グループは長期的な取引関係の維持のため、特定の顧客および金融機関に対し株式を保有しております。当

社グループは公開会社の株式の時価が簿価より50％以上下落した場合は減損を計上しています。将来の急激な市況

悪化または投資先の業績悪化によっては、評価損の計上が必要となる場合があります。 

  

  

(4) 事業等のリスク
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当社グループは、当社、子会社６社で構成され、輪転印刷機とこれを制御するプレスコントロールシステムの製造

販売を主な内容とするほか、各事業に関連するサービスを行っております。 

なお、事業の種類別セグメント情報は輪転印刷機関連とシステム制御機器関連との区分が不可能であるため印刷機

械関連として合算表示しております。 

 
事業の系統図は次のとおりであります。 

 

2. 企業集団の状況

(1) 輪転印刷機関連……………… 当社が製造販売をしており、国内の保守サービスの大部分は㈱東機サービス

に委任しております。子会社TKS(U.S.A.),INC.は南北両アメリカにおける輪

転印刷機関連機の販売と保守サービスを行っております。子会社㈱KKSは輪

転印刷機の周辺機械を主として製造販売しております。㈱伊賀マシナリーは

当社に工場土地建物を賃貸し従業員を出向させ、当社は輪転印刷機製造を行

う工場として運営しております。

(2) システム制御機器関連……… 当社が製造販売するほか、印刷機械のコンピュータ関連周辺装置について子

会社東機エレクトロニクス㈱が製造販売を行い、当社がその一部の加工につ

いて下請けさせております。

(3) 不動産賃貸…………………… 当社が所有する駐車場について子会社東機不動産㈱に管理を委託しておりま

す。
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当社は創業以来、輪転機及び工作機械の製造会社として「たゆまぬ技術の研鑚」、「顧客への奉仕の精神」を基

本姿勢として、努力をしてまいりました。 

 内外の一流のお得意様に恵まれ、長い伝統のもとで真の物づくりに邁進してきたことで、今日の基礎を築き上げ

てまいりました。 

 「顧客の要求を満たし、顧客が満足する製品を提供する」をモットーに、これからも伝統技術を生かし、新製品

開発に挑戦し、顧客が真に求める製品を提供してまいります。品質第一の製品製作に努めると共に、顧客へのアフ

ターサービスの充実を図り、国内はもとより海外においても、情報社会に貢献できるよう努力し、株主の皆様をは

じめ当社グループに信頼をお寄せ頂いている方々の期待にお応えしてまいります。 

  

今後も、当社グループを取り巻く事業環境は新聞・印刷業界の市場縮小が予想以上に急速に進んでおり、極めて

厳しい状況が続くものと想定されます。 

当社グループはこの状況を打開するため以下の項目を対処すべき課題と認識し、グループを挙げて売上高の確保

ならびに生産性の向上および経費の削減による収益構造の改革を強力に進めてまいりたいと存じます。 

1.売上高の確保 

新聞・印刷業界において設備投資需要の改善の兆しが見えず、事業環境は極めて厳しい状況ではありますが、

輪転機部門については印刷コストを大幅に削減できる4×1(フォー・バイ・ワン)型輪転機を主力に積極的な販売

活動を行うとともに、中国・インドを中心としたアジア地域の開拓を引き続き推進し、当社グループの新しい顧

客獲得のため、東南アジア全体を新たな市場としてグローバルな営業展開を強力に推進いたします。 

また、顧客ニーズに沿った肌理細やかな営業活動の実施によりメンテナンス需要を掘り起こし、少しでも売上

高の増加を目指します。 

2.研究開発の強化、新製品の開発 

顧客のニーズに合った省資源・省エネルギー型製品、デジタル印刷機の新製品ジェットリーダーの商品化、そ

の他周辺システムの開発等、研究開発の強化を図り、早期に売上への寄与を目指します。 

3.生産性の向上 

従来から鋭意取組んでまいりました生産性の向上、調達コストの削減、業務効率の改善をさらに進めるととも

に、千葉県木更津市に建設中の「TKSかずさテクノセンター」(平成23年3月完成予定)において、高性能の生産設

備と、総合的な生産管理システムにより効率的な新しい生産体制を確立いたします。 

4.経費の削減 

従来から取組んでまいりました、各種経費の削減活動を更に推進することに加え、人件費の大幅カット及び一

時休業の実施等により、平成22年度一年間で約20億円の経費削減を目指します。 

5.工場移転と工場跡地再開発 

当社の主力工場玉川製造所は新しい生産拠点「TKSかずさテクノセンター」へ移転し、高品質の優れた製品を

提供していきます。玉川製造所跡地については、都市再生、地域貢献を考慮し、業績貢献のための収益性に配慮

し、大型複合商業施設(第1工場跡地)と高層住宅建設(第2工場跡地)を進め、これにより収益の向上を図ります。

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,612,811 10,127,218

受取手形及び売掛金 1,506,397 2,219,216

有価証券 271,260 200,000

仕掛品 9,881,664 7,081,902

原材料及び貯蔵品 920,792 879,544

繰延税金資産 564,791 3,079,029

その他 1,393,275 362,409

貸倒引当金 △7,300 △1,911

流動資産合計 25,143,692 23,947,410

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,382,310 2,633,815

機械装置及び運搬具（純額） 2,280,452 1,963,855

土地 3,057,061 3,119,872

リース資産（純額） 1,087,900 1,017,769

その他（純額） 327,834 585,561

有形固定資産合計 10,135,558 9,320,873

無形固定資産

その他 115,898 55,633

無形固定資産合計 115,898 55,633

投資その他の資産

投資有価証券 3,293,793 3,777,158

その他 5,447,283 3,127,842

貸倒引当金 △742,964 △1,167,428

投資その他の資産合計 7,998,112 5,737,572

固定資産合計 18,249,569 15,114,079

繰延資産

社債発行費 53,702 41,310

繰延資産合計 53,702 41,310

資産合計 43,446,963 39,102,800

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,929,988 1,893,568

短期借入金 1,191,000 1,161,000

1年内返済予定の長期借入金 1,652,000 152,000

1年内償還予定の社債 540,000 3,040,000

未払法人税等 70,709 107,342

前受金 3,746,380 1,427,345

賞与引当金 398,442 266,102

受注損失引当金 714,801 681,505

その他の引当金 250,414 157,634

その他 542,781 861,011

流動負債合計 12,036,516 9,747,508

固定負債

社債 4,390,000 1,350,000

長期借入金 5,831,800 7,180,000

退職給付引当金 4,490,285 4,402,090

（株）東京機械製作所（6335）平成22年3月期決算短信
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役員退職慰労引当金 491,774 558,893

負ののれん 104,796 34,932

その他 1,225,787 1,119,829

固定負債合計 16,534,443 14,645,746

負債合計 28,570,959 24,393,255

純資産の部

株主資本

資本金 8,341,000 8,341,000

資本剰余金 7,049,984 3,807,578

利益剰余金 △1,003,563 2,072,626

自己株式 △110,566 △558,539

株主資本合計 14,276,855 13,662,665

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △375,287 41,619

為替換算調整勘定 △70,020 △55,152

評価・換算差額等合計 △445,307 △13,533

少数株主持分 1,044,456 1,060,413

純資産合計 14,876,004 14,709,545

負債純資産合計 43,446,963 39,102,800
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(2)【連結損益計算書】

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 21,947,309 16,382,062

売上原価 20,398,782 16,043,610

売上総利益 1,548,526 338,452

販売費及び一般管理費 5,219,980 4,150,897

営業損失（△） △3,671,453 △3,812,444

営業外収益

受取利息 160,787 14,161

受取配当金 － 66,847

負ののれん償却額 71,671 69,864

その他 174,291 146,921

営業外収益合計 406,750 297,794

営業外費用

支払利息 230,637 336,815

為替差損 284,992 104,051

その他 79,559 110,971

営業外費用合計 595,188 551,837

経常損失（△） △3,859,891 △4,066,487

特別利益

固定資産売却益 5,353 3,892,532

投資有価証券売却益 － 20,707

貸倒引当金戻入額 29,654 2,621

製品保証引当金戻入額 169,000 17,800

賞与引当金戻入額 － 30,725

受取和解金 － 92,860

特別利益合計 204,008 4,057,247

特別損失

固定資産除売却損 286,601 50,689

たな卸資産評価損 21,887 －

投資有価証券評価損 2,236,229 －

役員退職慰労引当金繰入額 － 32,541

特別損失合計 2,544,717 83,230

税金等調整前当期純損失（△） △6,200,601 △92,470

法人税、住民税及び事業税 67,304 67,134

法人税等還付税額 － △3,633

法人税等調整額 △362,187 △188,021

法人税等合計 △294,882 △124,520

少数株主利益 10,615 19,501

当期純利益又は当期純損失（△） △5,916,334 12,548
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③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 8,341,000 8,341,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,341,000 8,341,000

資本剰余金

前期末残高 7,051,370 7,049,984

当期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △359,626

自己株式の処分 △1,385 △442

欠損填補 － △2,882,337

当期変動額合計 △1,385 △3,242,406

当期末残高 7,049,984 3,807,578

利益剰余金

前期末残高 5,272,657 △1,003,563

当期変動額

剰余金の配当 △359,728 －

当期純利益又は当期純損失（△） △5,916,334 12,548

自己株式の処分 △157 －

連結範囲の変動 － 181,303

欠損填補 － 2,882,337

当期変動額合計 △6,276,220 3,076,189

当期末残高 △1,003,563 2,072,626

自己株式

前期末残高 △106,961 △110,566

当期変動額

自己株式の取得 △8,446 △448,688

自己株式の処分 4,841 715

当期変動額合計 △3,604 △447,973

当期末残高 △110,566 △558,539

株主資本合計

前期末残高 20,558,066 14,276,855

当期変動額

剰余金の配当 △359,728 △359,626

当期純利益又は当期純損失（△） △5,916,334 12,548

自己株式の取得 △8,446 △448,688

自己株式の処分 3,299 272

連結範囲の変動 － 181,303

当期変動額合計 △6,281,210 △614,189

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

当期末残高 14,276,855 13,662,665

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △605,384 △375,287

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

230,096 416,906

当期変動額合計 230,096 416,906

当期末残高 △375,287 41,619

為替換算調整勘定

前期末残高 △74,087 △70,020

（株）東京機械製作所（6335）平成22年3月期決算短信
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当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

4,067 14,867

当期変動額合計 4,067 14,867

当期末残高 △70,020 △55,152

評価・換算差額等合計

前期末残高 △679,471 △445,307

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

234,163 431,774

当期変動額合計 234,163 431,774

当期末残高 △445,307 △13,533

少数株主持分

前期末残高 1,228,098 1,044,456

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △183,642 15,957

当期変動額合計 △183,642 15,957

当期末残高 1,044,456 1,060,413

純資産合計

前期末残高 21,106,693 14,876,004

当期変動額

剰余金の配当 △359,728 △359,626

当期純利益又は当期純損失（△） △5,916,334 12,548

自己株式の取得 △8,446 △448,688

自己株式の処分 3,299 272

連結範囲の変動 － 181,303

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 50,521 447,731

当期変動額合計 △6,230,689 △166,458

当期末残高 14,876,004 14,709,545
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 △6,200,601 △92,470

減価償却費 952,558 887,115

負ののれん償却額 △71,671 △69,864

社債発行費償却 8,261 12,392

貸倒引当金の増減額（△は減少） 333,565 419,287

賞与引当金の増減額（△は減少） △187,634 △132,340

製品保証引当金の増減額（△は減少） △171,219 △92,780

受注損失引当金の増減額（△は減少） 700,801 △33,295

退職給付引当金の増減額（△は減少） △63,831 △88,194

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,807 67,119

受取利息及び受取配当金 △160,787 △81,008

支払利息 230,637 336,815

為替差損益（△は益） △164,104 6,791

投資有価証券評価損益（△は益） 2,236,229 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △20,707

固定資産除売却損益（△は益） 281,247 △3,841,843

たな卸資産評価損 21,887 －

訴訟和解金 － △92,860

売上債権の増減額（△は増加） 5,287,852 △706,732

前受金の増減額（△は減少） 222,270 △2,323,822

たな卸資産の増減額（△は増加） △325,096 2,835,107

仕入債務の増減額（△は減少） △3,291,381 △993,907

その他 △480,909 781,178

小計 △859,733 △3,224,018

利息及び配当金の受取額 158,949 81,008

利息の支払額 △228,433 △338,218

法人税等の支払額 △1,392,399 △101,949

法人税等の還付額 － 388,786

訴訟和解金の受取額 － 92,860

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,321,616 △3,101,530

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） 96,202 △3,808

投資有価証券の取得による支出 △127,792 △33,855

投資有価証券の売却による収入 71 144,209

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,661,970 △285,549

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 8,325 4,416,270

その他 191,876 △124,071

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,637,136 4,113,194

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３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 △1,639,000 △50,000

長期借入れによる収入 5,299,800 1,500,200

長期借入金の返済による支出 △2,616,000 △1,652,000

社債の発行による収入 2,634,938 －

社債の償還による支出 △2,770,000 △540,000

自己株式の処分による収入 3,299 272

自己株式の取得による支出 △8,446 △448,688

リース債務の増加による収入 1,120,174 －

リース債務の返済による支出 △32,075 △53,407
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配当金の支払額 △362,308 △359,658

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 2,826,450 △1,606,611

現金及び現金同等物に係る換算差額 157,999 △15,844

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,974,304 △610,793

現金及び現金同等物の期首残高 12,510,248 10,535,943

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 121,392

現金及び現金同等物の期末残高 10,535,943 10,046,543
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前連結会計年度(自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

 
  なお、上記1.連結の範囲に関する事項、2.持分法の適用に関する事項以外は、 近の有価証券報告書

（平成21年6月30日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しています。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

【継続企業の前提に関する事項】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社  ５社 TKS(U.S.A.),INC.、㈱東機サ

ービス、東機エレクトロニク

ス㈱、㈱KKS、㈱伊賀マシナ

リー

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社  ６社 TKS(U.S.A.),INC.、㈱東機サ

ービス、東機エレクトロニク

ス㈱、㈱KKS、㈱伊賀マシナ

リー、東機不動産㈱

  主要な非連結子会社の名称等 東機不動産㈱

  なお、非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

の割合は、いずれも小規模であり、全体としても連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。

  なお、前連結会計年度において非連結子会社であっ

た東機不動産㈱は、重要性が増したことにより当連結会

計年度より連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項

  非連結子会社である東機不動産㈱の、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため、この会社に対する投資

勘定については、持分法を適用せず原価法により評価

しております。

２．持分法の適用に関する事項

――――
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連結財務諸表に関する注記事項 

リース取引、有価証券等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きく

ないと考えられるため開示を省略しております。 

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（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）を当連

結会計年度より適用し、当連結会計年度より着手した工

事契約から、当連結会計年度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、当連結会計年度の売上高は1,780,682千

円増加し、営業損失、経常損失、税金等調整前当期純損

失は、それぞれ35,810千円減少しております。

【注記事項】

（株）東京機械製作所（6335）平成22年3月期決算短信
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(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．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

の金額は、2,051,558千円及び1,838,054千円であり、親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は

3,917,810千円及び3,752,358千円であり、その主なものは、親会社での長期投資資金(投資有価証券)及び管

理部門に係る資産等であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 21,819,771 127,538 21,947,309 ― 21,947,309

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

― 6,077 6,077 (6,077) ―

計 21,819,771 133,616 21,953,387 (6,077) 21,947,309

  営業費用 23,536,481 36,801 23,573,282 2,045,480 25,618,762

  営業利益(又は営業損失(△)) △1,716,710 96,815 △1,619,895 (2,051,558) △3,671,453

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 39,395,909 133,243 39,529,153 3,917,810 43,446,963

  減価償却費 913,449 7,533 920,982 31,576 952,558

  資本的支出 1,800,229 ― 1,800,229 428 1,800,657

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 16,089,381 292,681 16,382,062 ― 16,382,062

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

― 4,480 4,480 (4,480) ―

計 16,089,381 297,161 16,386,542 (4,480) 16,382,062

  営業費用 18,155,077 205,855 18,360,933 1,833,574 20,194,507

  営業利益(又は営業損失(△)) △2,065,695 91,305 △1,974,390 (1,838,054) △3,812,444

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 35,032,687 317,754 35,350,442 3,752,358 39,102,800

  減価償却費 841,820 7,422 849,242 37,872 887,115

  資本的支出 279,849 5,700 285,549 ― 285,549
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、

2,051,558千円であり、親会社の管理部門に係る費用であります。 

２．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,917,810千円であ

り、その主なものは、親会社での長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
(注) １．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、

1,838,054千円であり、親会社の管理部門に係る費用であります。 

２．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,752,358千円であ

り、その主なものは、親会社での長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

米国
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 19,266,710 2,680,598 21,947,309 ― 21,947,309

 (2) セグメント間の内部売上高 1,837,222 44,162 1,881,385 (1,881,385) ―

計 21,103,933 2,724,761 23,828,694 (1,881,385) 21,947,309

  営業費用 22,689,718 2,758,871 25,448,589 170,172 25,618,762

  営業利益(又は営業損失(△)) △1,585,785 △34,109 △1,619,895 (2,051,558) △3,671,453

Ⅱ 資産 39,832,866 422,733 40,255,600 3,191,363 43,446,963

日本 
(千円)

米国
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 16,281,400 100,661 16,382,062 ― 16,382,062

 (2) セグメント間の内部売上高 53,047 57,078 110,125 (110,125) ―

計 16,334,448 157,740 16,492,188 (110,125) 16,382,062

  営業費用 18,181,446 285,131 18,466,578 1,727,928 20,194,507

  営業利益(又は営業損失(△)) △1,846,998 △127,391 △1,974,390 (1,838,054) △3,812,444

Ⅱ 資産 35,678,103 338,940 36,017,043 3,085,757 39,102,800
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(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………中国、韓国、タイ 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
(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………中国、韓国、タイ 

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。 

  

３ 海外売上高

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,680,598 218,984 6,888,893 9,788,476

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 21,947,309

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
  占める割合(％)

12.2 1.0 31.4 44.6

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 100,661 82 142,049 242,793

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 16,382,062

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
  占める割合(％)

0.6 0.0 0.9 1.5

（株）東京機械製作所（6335）平成22年3月期決算短信

－19－



  

 
(注) １株当たり当期純利益または当期純損失の算定上の基礎 

  

(1株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 153.84円 １株当たり純資産額 156.00円

１株当たり当期純損失 65.79円 １株当たり当期純利益 0.14円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に
ついては、1株当たり当期純損失であり、潜在株式
が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益または当期純損失（△）(千円) △5,916,334 12,548

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益または当期純損失
（△）（千円）

△5,916,334 12,548

普通株式の期中平均株式数(千株) 89,920,334 88,298,610
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5.【個別財務諸表】

(1)【財務諸表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年3月31日)

当事業年度
(平成22年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,685,939 7,483,004

受取手形 259,526 174,710

売掛金 1,593,818 2,393,201

有価証券 271,260 200,000

仕掛品 8,806,726 6,420,023

原材料及び貯蔵品 516,037 477,660

繰延税金資産 522,227 3,061,486

短期貸付金 75,000 －

その他 1,361,042 353,415

貸倒引当金 △2,448 －

流動資産合計 22,089,130 20,563,503

固定資産

建物（純額） 2,578,385 1,882,989

構築物（純額） 48,556 40,087

機械及び装置（純額） 2,042,018 1,768,210

車両運搬具（純額） 9,685 6,667

工具、器具及び備品（純額） 148,736 116,423

土地 1,708,342 1,705,938

リース資産（純額） 1,087,900 1,017,769

建設仮勘定 129,815 434,931

有形固定資産合計 7,753,441 6,973,018

無形固定資産

ソフトウエア 97,803 －

その他 － 41,665

無形固定資産合計 97,803 41,665

投資その他の資産

投資有価証券 3,289,809 3,680,577

関係会社株式 220,219 220,219

長期貸付金 1,425,000 1,500,000

長期未収入金 2,244,125 2,152,978

繰延税金資産 2,666,015 92,793

その他 528,525 652,799

貸倒引当金 △1,279,956 △1,608,420

投資その他の資産合計 9,093,740 6,690,948

固定資産合計 16,944,985 13,705,631

繰延資産

社債発行費 53,702 41,310

繰延資産合計 53,702 41,310

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年3月31日)

当事業年度
(平成22年3月31日)

資産合計 39,087,819 34,310,446

負債の部

流動負債

支払手形 1,846,314 996,793

買掛金 613,531 598,776

短期借入金 1,061,000 1,041,000

1年内返済予定の長期借入金 1,652,000 152,000

1年内償還予定の社債 540,000 3,040,000

リース債務 51,104 58,031

未払費用 235,426 120,330
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未払法人税等 50,204 62,412

前受金 3,581,623 1,241,031

預り金 47,035 39,542

賞与引当金 268,830 180,552

製品保証引当金 232,000 147,000

受注損失引当金 714,801 681,505

設備関係支払手形 15,143 201,690

その他 120,785 249,150

流動負債合計 11,029,801 8,809,817

固定負債

社債 4,390,000 1,350,000

長期借入金 5,831,800 7,180,000

リース債務 1,069,069 1,029,060

退職給付引当金 4,155,948 4,031,235

役員退職慰労引当金 477,186 502,162

長期預り保証金 65,150 20,000

金利スワップ － －

その他 46,695 41,562

固定負債合計 16,035,850 14,154,020

負債合計 27,065,652 22,963,837

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年3月31日)

当事業年度
(平成22年3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,341,000 8,341,000

資本剰余金

資本準備金 7,049,984 2,085,250

その他資本剰余金 － 1,722,328

資本剰余金合計 7,049,984 3,807,578

利益剰余金

利益準備金 1,390,020 －

その他利益剰余金

別途積立金 826,000 －

繰越利益剰余金 △5,098,358 △284,731

利益剰余金合計 △2,882,337 △284,731

自己株式 △110,566 △558,539

株主資本合計 12,398,081 11,305,307

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △375,914 41,300

評価・換算差額等合計 △375,914 41,300

純資産合計 12,022,166 11,346,608

負債純資産合計 39,087,819 34,310,446
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②【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

当事業年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

売上高 18,921,209 14,103,028

売上原価 18,312,963 14,607,564

売上総利益又は売上総損失（△） 608,246 △504,535

販売費及び一般管理費 4,403,699 3,430,470

営業損失（△） △3,795,452 △3,935,006

営業外収益

受取利息及び配当金 191,950 117,091

雑収入 189,913 139,213

営業外収益合計 381,864 256,304

営業外費用

支払利息 228,906 334,675

雑損失 443,000 209,013

営業外費用合計 671,907 543,688

経常損失（△） △4,085,495 △4,222,390

特別利益

固定資産売却益 － 3,887,437

投資有価証券売却益 － 20,707

貸倒引当金戻入額 25,121 98,448

製品保証引当金戻入額 169,000 17,800

特別利益合計 194,121 4,024,393

特別損失

固定資産除売却損 285,934 47,298

たな卸資産評価損 21,887 －

投資有価証券評価損 2,236,229 －

特別損失合計 2,544,050 47,298

税引前当期純損失（△） △6,435,424 △245,294

法人税、住民税及び事業税 18,204 18,412

法人税等調整額 △357,184 21,024

法人税等合計 △338,980 39,436

当期純損失（△） △6,096,443 △284,731
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③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

当事業年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 8,341,000 8,341,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,341,000 8,341,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 7,049,984 7,049,984

当期変動額

欠損填補 － △4,964,734

当期変動額合計 － △4,964,734

当期末残高 7,049,984 2,085,250

その他資本剰余金

前期末残高 1,385 －

当期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △359,626

自己株式の処分 △1,385 △442

欠損填補 － 2,082,397

当期変動額合計 △1,385 1,722,328

当期末残高 － 1,722,328

資本剰余金合計

前期末残高 7,051,370 7,049,984

当期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △359,626

自己株式の処分 △1,385 △442

欠損填補 － △2,882,337

当期変動額合計 △1,385 △3,242,406

当期末残高 7,049,984 3,807,578

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 1,390,020 1,390,020

当期変動額

利益準備金の取崩 － △1,390,020

当期変動額合計 － △1,390,020

当期末残高 1,390,020 －

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 826,000 826,000

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

当事業年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

当期変動額

別途積立金の取崩 － △826,000

当期変動額合計 － △826,000

当期末残高 826,000 －

繰越利益剰余金

前期末残高 1,357,971 △5,098,358

当期変動額

剰余金の配当 △359,728 －

当期純損失（△） △6,096,443 △284,731

自己株式の処分 △157,079 －

欠損填補 － 5,098,358
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当期変動額合計 △6,456,329 4,813,626

当期末残高 △5,098,358 △284,731

利益剰余金合計

前期末残高 3,573,992 △2,882,337

当期変動額

剰余金の配当 △359,728 －

当期純損失（△） △6,096,443 △284,731

自己株式の処分 △157,079 －

欠損填補 － 2,882,337

当期変動額合計 △6,456,329 2,597,605

当期末残高 △2,882,337 △284,731

自己株式

前期末残高 △106,961 △110,566

当期変動額

自己株式の取得 △8,446 △448,688

自己株式の処分 4,841 715

当期変動額合計 △3,604 △447,973

当期末残高 △110,566 △558,539

株主資本合計

前期末残高 18,859,401 12,398,081

当期変動額

剰余金の配当 △359,728 △359,626

当期純損失（△） △6,096,443 △284,731

自己株式の取得 △8,446 △448,688

自己株式の処分 3,299 272

当期変動額合計 △6,461,320 △1,092,773

当期末残高 12,398,081 11,305,307

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

当事業年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △606,487 △375,914

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

230,573 417,215

当期変動額合計 230,573 417,215

当期末残高 △375,914 41,300

純資産合計

前期末残高 18,252,913 12,022,166

当期変動額

剰余金の配当 △359,728 △359,626

当期純損失（△） △6,096,443 △284,731

自己株式の取得 △8,446 △448,688

自己株式の処分 3,299 272

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 230,573 417,215

当期変動額合計 △6,230,746 △675,558

当期末残高 12,022,166 11,346,608
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開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

①生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 1.金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②受注状況 

 平成22年３月期（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

 
  

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) 生産、受注及び販売の状況

事業の種類別セグメント
当連結会計年度(千円)
（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日）
前年同期比(％)

輪転印刷機関係（千円） 15,200,353 72.4

システム制御機器関係（千円） 889,028 106.8

合計 16,089,381 73.7

事業の種類別セグメント 受注高（千円） 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

輪転印刷機関 4,494,304 55.2 17,679,437 62.3

システム制御機器関係 107,448 67.9 1,096,866 58.4

合計 4,601,753 55.4 18,776,303 62.0
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