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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 5,079 △34.4 △3,110 ― △3,302 ― △3,807 ―
22年3月期第2四半期 7,748 △19.8 △1,862 ― △1,942 ― △319 ―

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

23年3月期第2四半期 △43.52 ―
22年3月期第2四半期 △3.58 ―

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

23年3月期第2四半期 37,098 10,285 24.9 105.51
22年3月期 39,102 14,709 34.9 156.00

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,230百万円 22年3月期  13,649百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 13,400 △18.2 △4,000 ― △4,300 ― 1,100 ― 12.57



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取
引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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されたものであり、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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 90,279,200株 22年3月期  90,279,200株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,797,533株 22年3月期  2,787,543株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 87,485,015株 22年3月期2Q 89,101,519株
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当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日～平成22年９月30日)におけるわが国経済は、緩やかな

回復基調が見られたものの、個人消費の低迷や円高による企業収益悪化、また長期化するデフレによる

価格競争の激化から、依然先行き不透明な状況が続いております。 

 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は、一部海外で設備需要があります

が、依然厳しい状況が続いております。 

 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２四半期連結累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６２００ＵＤＨ」「カラートップ７０００ＣＤオフセット輪転機」「カラートップＥｃｏｗｉｄ

ｅオフセット輪転機」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、前述のとおり需要が回復していないため、50億79百万円

（前年同期四半期比34.4%減）にとどまりました。 

 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。セグメントの売上高は、印刷機械関連の売上高が50億2百万円、不動産賃貸関連の売上高が76百

万円となりました。 

《営業損益》 

損益面では、設計、製造の各方面で変動費、固定費のコストダウンに努めましたが、充分な売上高が

計上できず、固定費を賄いきれなかったことにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失は31億10百

万円（前年同四半期は営業損失18億62百万円）となりました。セグメントの営業損益は、印刷機械関連

が営業損失22億69百万円、不動産賃貸関連が営業利益18百万円となりました。 

《経常損益》 

 借入金の支払利息等を計上し、経常損失は33億2百万円（前年同四半期は経常損失19億42百万円）と

なりました。 

《特別損益》 

特別損益の部では、当社の主力工場玉川製造所をかずさテクノセンターへ移転し、跡地を再開発する

際発生する見込みの環境対策費用を、環境対策引当金として4億29百万円繰入計上しました。 

以上の結果、税金等調整前四半期純損失は37億97百万円（前年同四半期は税金等調整前四半期純損失

1億55百万円）となり、当第２四半期連結累計期間の四半期純損失は38億7百万円（前年同四半期は四半

期純損失3億19百万円）となりました。 

  

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20億4百万円減少し、

370億98百万円となりました。 

資産の部では、仕掛品の減少等により流動資産が18億11百万円減少し、株式相場の下落等により投資

その他の資産が12億29百万円減少しました。 

負債の部は、前受金の増加等により、前連結会計年度末に比べ24億19百万円増加し268億12百万円と

なりました。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ44億23百万円減少し102億85百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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当第２四半期連結累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、

固定資産の取得等の要因により、前連結会計期間末に比べ6億6百万円減少し、当第２四半期連結会計期

間末には94億40百万円となりました。 

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10億56百万円（前年同四半期は8億99百万円の使用）となりました。

資金増加の要因は主に前受金の14億11百万円の増加によるものであります。資金減少の要因は主に仕入

債務の7億36百万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3億37百万円（前年同四半期は17億13百万円の獲得）となりました。

資金増加の要因は主に玉川製造所の設備機械売却に伴う有形及び無形固定資産の売却による9億97百万

円の収入によるものであります。資金減少の要因は主にかずさテクノセンター建設等に伴う有形及び無

形固定資産の取得による9億52百万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2億27百万円（前年同四半期は11億81百万円の使用）となりました。

資金増加の要因は主に長期借入れによる5億49百万円の収入によるものであります。資金減少の要因は

主に社債の償還による2億70百万円の支出によるものであります。 

  

 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22年8月

12日に公表いたしました平成23年3月期第2四半期の連結業績予想を修正しております。当第2四半期連結

累計期間中、当社グループの主要な得意先である国内新聞業界は広告収入の大幅な減少、購読料の逓減等

により収益が停滞しております。そのため国内新聞社の設備需要は喚起されず、当社グループの連結業績

も大幅な悪化が予想されます。当社グループとしては目下、海外（米国、インド、中国等）を中心とした

営業努力を行っています。修正額につきましては平成22年11月10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。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況

(4) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３

月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３

月31日)を適用しております。 

 これによる当第2四半期連結会計期間の損益に与える影響額は軽微であります。 

  

当社グループは、ここ数年販売価格低下・受注減により売上高が減少傾向にあり、営業キャッシュフ

ローのマイナスが継続しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な状況が発生しておりますが、下記施策の確実な実行により、改善ならびに解消が実現できると考えて

おります。 

  

・受注の確保 

・経費削減（かずさテクノセンター移転による生産性の向上、人件費カット等の計画） 

・玉川製造所跡地再開発による収益性の向上（賃貸収入見込み及び土地売却見通し） 

  

従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断し、連結財務諸表の

「継続企業の前提に関する注記」には記載しておりません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,372,614 10,127,218

受取手形及び売掛金 2,349,044 2,219,216

有価証券 400,000 200,000

仕掛品 5,730,196 7,081,902

原材料及び貯蔵品 809,759 879,544

繰延税金資産 3,166,766 3,079,029

その他 310,284 362,409

貸倒引当金 △2,542 △1,911

流動資産合計 22,136,123 23,947,410

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,535,035 2,633,815

機械装置及び運搬具（純額） 902,872 1,963,855

土地 3,119,872 3,119,872

リース資産（純額） 1,029,501 1,017,769

その他（純額） 2,479,961 585,561

有形固定資産合計 10,067,242 9,320,873

無形固定資産

その他 351,839 55,633

無形固定資産合計 351,839 55,633

投資その他の資産

投資有価証券 2,811,865 3,777,158

その他 2,787,223 3,127,842

貸倒引当金 △1,091,123 △1,167,428

投資その他の資産合計 4,507,965 5,737,572

固定資産合計 14,927,047 15,114,079

繰延資産

社債発行費 35,114 41,310

繰延資産合計 35,114 41,310

資産合計 37,098,284 39,102,800
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,126,976 1,893,568

短期借入金 1,242,000 1,161,000

1年内返済予定の長期借入金 156,000 152,000

1年内償還予定の社債 3,040,000 3,040,000

未払法人税等 67,813 107,342

前受金 2,600,189 1,427,345

賞与引当金 274,777 266,102

受注損失引当金 857,111 681,505

その他の引当金 162,032 157,634

その他 1,746,599 861,011

流動負債合計 11,273,500 9,747,508

固定負債

社債 1,080,000 1,350,000

長期借入金 7,649,000 7,180,000

退職給付引当金 4,379,062 4,402,090

役員退職慰労引当金 595,448 558,893

環境対策引当金 429,000 －

負ののれん － 34,932

その他 1,406,652 1,119,829

固定負債合計 15,539,164 14,645,746

負債合計 26,812,665 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 3,807,578 3,807,578

利益剰余金 △1,735,063 2,072,626

自己株式 △559,578 △558,539

株主資本合計 9,853,936 13,662,665

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △607,786 41,619

為替換算調整勘定 △15,784 △55,152

評価・換算差額等合計 △623,571 △13,533

少数株主持分 1,055,254 1,060,413

純資産合計 10,285,619 14,709,545

負債純資産合計 37,098,284 39,102,800
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 7,748,157 5,079,240

売上原価 7,796,981 6,542,859

売上総損失（△） △48,824 △1,463,619

販売費及び一般管理費 1,813,349 1,646,516

営業損失（△） △1,862,174 △3,110,135

営業外収益

受取利息 8,293 5,777

受取配当金 49,910 53,165

負ののれん償却額 34,932 34,932

その他 91,297 108,330

営業外収益合計 184,433 202,205

営業外費用

支払利息 168,960 172,388

為替差損 37,501 149,284

その他 58,262 72,907

営業外費用合計 264,724 394,580

経常損失（△） △1,942,465 △3,302,510

特別利益

固定資産売却益 1,712,231 164

投資有価証券売却益 19,198 1,441

貸倒引当金戻入額 606 －

製品保証引当金戻入額 11,189 5,136

賞与引当金戻入額 30,725 －

受取和解金 95,500 －

特別利益合計 1,869,451 6,741

特別損失

固定資産除売却損 50,013 828

役員退職慰労引当金繰入額 32,635 －

投資有価証券評価損 － 68,348

ゴルフ会員権評価損 － 3,200

環境対策引当金繰入額 － 429,000

特別損失合計 82,649 501,377

税金等調整前四半期純損失（△） △155,663 △3,797,145

法人税、住民税及び事業税 50,958 51,138

法人税等調整額 91,145 △38,771

法人税等合計 142,104 12,366

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △3,809,512

少数株主利益又は少数株主損失（△） 21,433 △1,822

四半期純損失（△） △319,201 △3,807,689
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 6,652,814 2,438,348

売上原価 6,758,294 3,356,510

売上総損失（△） △105,480 △918,161

販売費及び一般管理費 918,516 828,641

営業損失（△） △1,023,996 △1,746,802

営業外収益

受取利息 5,397 4,424

受取配当金 3,721 1,049

為替差益 － 35,825

負ののれん償却額 17,466 17,466

助成金収入 － 38,027

その他 10,177 36,737

営業外収益合計 36,762 133,530

営業外費用

支払利息 84,746 87,664

為替差損 100,537 －

その他 36,075 31,462

営業外費用合計 221,359 119,127

経常損失（△） △1,208,593 △1,732,399

特別利益

固定資産売却益 1,707,170 95

投資有価証券売却益 19,198 －

製品保証引当金戻入額 － 5,136

賞与引当金戻入額 9,449 －

受取和解金 95,500 －

特別利益合計 1,831,318 5,231

特別損失

固定資産除売却損 40,857 828

投資有価証券評価損 － 68,348

役員退職慰労引当金繰入額 32,635 －

ゴルフ会員権評価損 － 3,200

特別損失合計 73,493 72,377

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（△）

549,231 △1,799,545

法人税、住民税及び事業税 22,703 44,670

法人税等調整額 53,447 10,248

法人税等合計 76,151 54,919

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,854,464

少数株主利益 11,863 11,867

四半期純利益又は四半期純損失（△） 461,216 △1,866,331
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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損失（△） △155,663 △3,797,145

減価償却費 435,857 309,012

負ののれん償却額 △34,932 △34,932

社債発行費償却 6,196 6,196

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,324 △54,311

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,664 8,674

製品保証引当金の増減額（△は減少） △58,123 4,398

受注損失引当金の増減額（△は減少） △113,721 175,606

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,531 △23,027

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 49,345 36,554

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 429,000

受取利息及び受取配当金 △58,203 △58,943

支払利息 168,960 172,388

為替差損益（△は益） 3,464 12,610

投資有価証券評価損益（△は益） － 68,348

投資有価証券売却損益（△は益） △19,198 △1,441

ゴルフ会員権評価損 － 3,200

固定資産除売却損益（△は益） △1,662,218 664

訴訟和解金 △95,500 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,330,035 37,772

前受金の増減額（△は減少） 539,020 1,296,891

たな卸資産の増減額（△は増加） 698,483 1,411,580

仕入債務の増減額（△は減少） △444,320 △736,629

その他 870,049 △122,470

小計 △1,194,348 △856,003

利息及び配当金の受取額 58,203 58,943

利息の支払額 △168,667 △171,462

法人税等の支払額 △75,728 △87,810

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 △899,887 △1,056,332

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） △2,008 △51,936

投資有価証券の取得による支出 △11,419 △1,454

投資有価証券の売却による収入 92,133 222,141

有形及び無形固定資産の取得による支出 △103,737 △952,903

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,716,273 997,697

その他 22,241 124,244

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,713,483 337,788

（株）東京機械製作所（6335）　平成23年3月期　第2四半期決算短信

9



（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30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 － 230,000

短期借入金の返済による支出 － △149,000

長期借入れによる収入 － 549,000

長期借入金の返済による支出 △76,000 △76,000

社債の償還による支出 △270,000 △270,000

自己株式の取得による支出 △447,676 △1,039

リース債務の返済による支出 △25,286 △52,303

配当金の支払額 △358,972 △229

少数株主への配当金の支払額 △3,330 △3,330

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,181,265 227,097

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,925 △115,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △389,595 △606,540

現金及び現金同等物の期首残高 10,535,943 10,046,543

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,146,348 9,440,002
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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２四半期連結会計期間及び前第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)481,678千円及び939,781千円であり

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２四半期連結会計期間(自 平成21年７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

6,623,467 29,347 6,652,814 ― 6,652,814

 (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 6,623,467 30,547 6,654,014 (1,200) 6,652,814

営業利益(又は営業損失(△)) △565,234 22,916 △542,317 (481,678) △1,023,996

前第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２四半期連結会計期間及び前第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)481,678千円及び939,781千円が含ま

れております。 

  

 
  

 
(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……………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。 

  

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７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

6,621,094 31,720 6,652,814 ― 6,652,814

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

19,949 22,173 42,122 (42,122) ―

計 6,641,044 53,893 6,694,937 (42,122) 6,652,814

営業利益(又は営業損失(△)) △516,744 △25,573 △542,317 (481,678) △1,023,996

前第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

【海外売上高】

北米 アジア 計

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

Ⅰ 海外売上高(千円) 31,720 6,670 38,390

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 6,652,814

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
  に占める割合(％)

0.5 0.1 0.6

北米 アジア 計

前第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

（株）東京機械製作所（6335）　平成23年3月期　第2四半期決算短信

12



  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、印刷機械を製造・販売し、所有不動産の活用により不動産を賃貸しております。 

従って、当社は「印刷機械関連」及び「不動産賃貸関連」の２つを報告セグメントとしております。 

「印刷機械関連」は、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

化省力化機器の製造販売をしております。「不動産賃貸関連」は、事務所賃貸事業を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
  

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

印刷機械関連 不動産賃貸関連 計

売上高

  外部顧客への売上高 5,002,267 76,973 5,079,240

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ―

計 5,002,267 76,973 5,079,240

セグメント利益又は損失（△） △2,269,581 18,962 △2,250,618

(単位：千円)

報告セグメント

印刷機械関連 不動産賃貸関連 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,400,506 37,842 2,438,348

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ―

計 2,400,506 37,842 2,438,348

セグメント利益又は損失（△） △1,334,983 10,703 △1,324,279
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費であります。 

  

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費であります。 

  

４ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日

至 平成22年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数 

   普通株式  90,279千株 

  

  

２ 自己株式の種類及び株式数 

   普通株式   2,797千株 

  

  

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

  

４ 配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △2,250,618

全社費用(注) △859,517

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △3,110,135

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △1,324,279

全社費用(注) △422,523

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △1,746,802

(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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