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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 4,957 △2.4 △2,036 ― △2,376 ― △3,795 ―
23年3月期第2四半期 5,079 △34.4 △3,110 ― △3,302 ― △3,807 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △3,719百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △4,419百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △43.39 ―
23年3月期第2四半期 △43.52 ―

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

24年3月期第2四半期 35,035 13,844 36.6 146.46
23年3月期 41,469 17,566 39.8 188.81
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  12,810百万円 23年3月期  16,514百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 9,090 △21.0 △4,830 ― △5,150 ― △5,240 ― △59.91



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 90,279,200 株 23年3月期 90,279,200 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,815,770 株 23年3月期 2,812,351 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 87,464,994 株 23年3月期2Q 87,485,015 株
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当第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日～平成23年９月30日)におけるわが国経済は、東日本大

震災の影響による生産の減少や消費低迷がありましたが、その後の各方面での復旧作業により平常に戻

りつつあります。しかし原子力発電所問題による電力供給不安は解消されておらず、また円高の長期化

等の不安要素により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、新聞購読数の減少等による減収要

因により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「カラートップ６０００オフセット輪

転機」を米国顧客に輸出し、国内では輪転印刷機の各種オーバーホール工事等を実施しました。  

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、前述のとおり充分な設備投資需要がないため、49億57百

万円（前年同四半期比2.4%減）となりました。セグメントでは印刷機械関連が47億28百万円(前年同四

半期比5.5%減）、不動産賃貸関連が2億29百万円（前年同四半期比197.8%増）となっております。 

 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、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、第2四半期連結累計期間の営業損失は20億36百万

円（前年同四半期は営業損失31億10百万円）となりました。セグメントでは印刷機械関連の営業損失が

14億17百万円（前年同四半期は営業損失22億69百万円）、不動産賃貸関連の営業利益が1億33百万円

（前年同四半期比602.2%増）です。 

《経常損益》 

借入金の支払利息及び円高による為替差損等を計上し、経常損失は23億76百万円（前年同四半期は経

常損失33億2百万円）となりました。 

《特別損益》 

特別損益の部では借地権を売却したこと等による固定資産売却益を特別利益に26百万円計上しまし

た。また工場移転跡地であり再開発を予定している玉川製造所第一工場の建物の除却等により5億73百

万円の固定資産除売却損を特別損失に計上しました。 

以上の結果、税金等調整前四半期純損失は32億56百万円（前年同四半期は税金等調整前四半期純損失

37億97百万円）となり、第２四半期連結累計期間の四半期純損失は37億95百万円（前年同四半期は四半

期純損失38億7百万円）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64億34百万円減少し、

350億35百万円となりました。 

１．当四半期決算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

(1)財政状態の分析
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資産の部では、現金及び預金の減少等により流動資産が67億8百万円減少し185億99百万円となり、固

定資産は武蔵小杉駅前再開発のための土地購入等により2億80百万円増加し164億12百万円となりまし

た。 

負債の部は、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ27億12百万円減少し211

億90百万円となりました。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ37億21百万円減少し138億44百万円となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）

は、仕入債務の減少等の要因により、前連結会計年度末に比べ51億42百万円減少した結果、当連結会計

年度末には95億10百万円となりました。 

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31億51百万円（前年同期は10億56百万円の使用）となりました。資金

増加の要因は主に、前受金の6億24百万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7億47百万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） 

投資活動の結果使用した資金は18億23百万円（前年同期は3億37百万円の獲得）となりました。主な

増加要因は有価証券の償還による17億61百万円の収入によるものであります。主な減少要因は、有形及

び無形固定資産の取得による34億97百万円の支出によるものでありす。 

（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99百万円（前年同期は2億27百万円の獲得）となりました。資金増加

の要因は主に長期借入による3億53百万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

償還による支出2億70百万円が主な要因であります。 

  

 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23年5月

13日に公表いたしました平成24年3月期の連結業績予想を修正しております。当第2四半期連結会計期間

中、当社グループの主要取引先である新聞印刷業界の設備投資は、依然低迷が続き回復が遅れておりま

す。平成24年3月期の業績につきましても売上が大幅に落込むと見込まれ、特に輸出におきましては、超

円高基調により受注の減少が見込まれます。当社グループとしては目下、新製品の開発と海外を中心とし

た営業による市場喚起努力を行っています。修正の詳細は平成23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。 

  

  

  

  

  

  

  

(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
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

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。 

・適正規模の確立（売上規模に見合った組織体制の構築） 

・売上高の確保（海外市場、新製品、新分野での市場開拓） 

・コスト削減（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） 

・所有不動産の有効活用（玉川製造所跡地再開発による賃貸収入見込み） 

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．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,054,305 9,126,711

受取手形及び売掛金 3,182,117 3,293,348

有価証券 2,744,150 900,000

仕掛品 2,914,997 3,174,314

原材料及び貯蔵品 719,207 699,265

繰延税金資産 587,363 382,894

その他 1,108,414 1,026,919

貸倒引当金 △2,972 △4,013

流動資産合計 25,307,583 18,599,440

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,083,072 5,511,795

機械装置及び運搬具（純額） 830,271 1,098,708

土地 2,888,990 3,765,981

リース資産（純額） 989,622 935,218

その他（純額） 489,164 740,165

有形固定資産合計 11,281,121 12,051,870

無形固定資産

その他 362,257 316,326

無形固定資産合計 362,257 316,326

投資その他の資産

投資有価証券 2,991,598 2,756,783

その他 2,778,400 2,440,306

貸倒引当金 △1,280,613 △1,152,421

投資その他の資産合計 4,489,385 4,044,668

固定資産合計 16,132,765 16,412,865

繰延資産

社債発行費 28,918 22,722

繰延資産合計 28,918 22,722

資産合計 41,469,267 35,035,028
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,891,795 1,079,696

短期借入金 422,000 422,000

1年内返済予定の長期借入金 5,533,625 5,628,333

1年内償還予定の社債 540,000 540,000

未払法人税等 182,350 92,070

前受金 297,917 880,700

賞与引当金 267,304 251,678

受注損失引当金 1,025,464 625,826

工場移転損失引当金 315,000 21,660

その他の引当金 110,079 91,683

その他 2,725,733 971,533

流動負債合計 13,311,269 10,605,182

固定負債

社債 810,000 540,000

長期借入金 2,343,375 2,491,666

退職給付引当金 4,390,134 4,375,344

役員退職慰労引当金 559,633 573,507

環境対策引当金 436,400 436,400

工場移転損失引当金 500,000 500,000

その他 1,552,123 1,668,302

固定負債合計 10,591,666 10,585,220

負債合計 23,902,936 21,190,403

純資産の部

株主資本

資本金 8,341,000 8,341,000

資本剰余金 3,807,396 3,807,396

利益剰余金 5,364,323 1,569,068

自己株式 △560,530 △560,769

株主資本合計 16,952,189 13,156,695

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △425,052 △363,206

為替換算調整勘定 △12,515 16,644

その他の包括利益累計額合計 △437,567 △346,561

少数株主持分 1,051,709 1,034,490

純資産合計 17,566,331 13,844,624

負債純資産合計 41,469,267 35,035,028
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年９月30日)

売上高 5,079,240 4,957,679

売上原価 6,542,859 5,518,269

売上総損失（△） △1,463,619 △560,589

販売費及び一般管理費 1,646,516 1,475,459

営業損失（△） △3,110,135 △2,036,049

営業外収益

受取利息 5,777 8,398

受取配当金 53,165 52,308

負ののれん償却額 34,932 －

その他 108,330 104,730

営業外収益合計 202,205 165,437

営業外費用

支払利息 172,388 144,447

為替差損 149,284 258,739

その他 72,907 102,429

営業外費用合計 394,580 505,615

経常損失（△） △3,302,510 △2,376,228

特別利益

固定資産売却益 164 26,526

投資有価証券売却益 1,441 －

製品保証引当金戻入額 5,136 －

工場移転損失引当金戻入額 － 21,617

特別利益合計 6,741 48,143

特別損失

固定資産除売却損 828 573,133

投資有価証券評価損 68,348 349,010

ゴルフ会員権評価損 3,200 6,200

環境対策引当金繰入額 429,000 －

特別損失合計 501,377 928,344

税金等調整前四半期純損失（△） △3,797,145 △3,256,429

法人税、住民税及び事業税 51,138 78,143

法人税等調整額 △38,771 476,221

法人税等合計 12,366 554,365

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,809,512 △3,810,794

少数株主損失（△） △1,822 △15,540

四半期純損失（△） △3,807,689 △3,795,254
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,809,512 △3,810,794

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △649,412 61,832

為替換算調整勘定 39,368 29,159

その他の包括利益合計 △610,044 90,992

四半期包括利益 △4,419,556 △3,719,802

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,417,727 △3,704,248

少数株主に係る四半期包括利益 △1,828 △15,553
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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22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23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（△） △3,797,145 △3,256,429

減価償却費 309,012 351,924

負ののれん償却額 △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） △54,311 △133,352

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,674 △15,625

製品保証引当金の増減額（△は減少） 4,398 △18,396

受注損失引当金の増減額（△は減少） 175,606 △399,638

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,027 △14,789

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 36,554 13,874

環境対策引当金の増減額（△は減少） 429,000 －

工場移転損失引当金の増減額（△は減少） － △293,340

受取利息及び受取配当金 △58,943 △60,706

支払利息 172,388 144,447

為替差損益（△は益） 12,610 47,329

投資有価証券評価損益（△は益） 68,348 349,010

投資有価証券売却損益（△は益） △1,441 －

ゴルフ会員権評価損 3,200 6,200

固定資産除売却損益（△は益） 664 546,607

売上債権の増減額（△は増加） 37,772 67,783

前受金の増減額（△は減少） 1,296,891 624,972

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,411,580 △244,907

仕入債務の増減額（△は減少） △736,629 △747,622

その他 △122,470 56,300

小計 △856,003 △2,970,161

利息及び配当金の受取額 58,943 60,706

利息の支払額 △171,462 △146,072

法人税等の支払額 △87,810 △95,744

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,056,332 △3,151,272

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） △51,936 △131,846

投資有価証券の取得による支出 △1,454 △52,387

投資有価証券の売却による収入 222,141 －

有価証券の償還による収入 － 1,761,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △952,903 △3,497,568

有形及び無形固定資産の売却による収入 997,697 131,125

その他 124,244 △33,840

投資活動によるキャッシュ・フロー 337,788 △1,823,515
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（単位：千円）

前第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２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23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 549,000 353,000

長期借入金の返済による支出 △76,000 △110,000

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 △1,039 △238

リース債務の返済による支出 △52,303 △70,555

配当金の支払額 △229 △127

少数株主への配当金の支払額 △3,330 △1,665

財務活動によるキャッシュ・フロー 227,097 △99,586

現金及び現金同等物に係る換算差額 △115,093 △68,216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △606,540 △5,142,591

現金及び現金同等物の期首残高 10,046,543 14,653,043

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,440,002 9,510,452
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該当事項はありません。 

  

前第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  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 

 
  

２  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) 

 
(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。 

  

３ 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２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１  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 

 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(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)

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)

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 4,728,474 229,205 4,957,679

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ―

計 4,728,474 229,205 4,957,679

セグメント利益又は損失（△） △1,417,787 133,156 △1,284,631
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２  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) 

 
(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。 

  

３ 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。 

  

該当事項はありません。 

  

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 △1,284,631

全社費用(注) △751,418

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △2,036,049

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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