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

24年3月期第3四半期 6,308 △23.1 △3,640 ― △3,994 ― △5,211 ―
23年3月期第3四半期 8,206 △29.4 △4,542 ― △4,832 ― △5,046 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △5,212百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △5,259百万円 （―％）

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3四半期 △59.58 ―
23年3月期第3四半期 △57.68 ―

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3四半期 33,858 12,349 33.4 129.60
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3四半期  11,331百万円 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3Q 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3Q 2,850,748 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3Q 87,460,301 株 23年3月期3Q 87,482,353 株
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当第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日～平成23年12月31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、また米ドル、ユー

ロに対する急激な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、新聞購読数及び広告収入の減少に

よる収益圧迫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３四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、前述のとおり充分な設備投資需要がないため、63億 

8百万円（前年同四半期比23.1％減）となりました。セグメントでは印刷機械関連が60億42百万円（前

年同四半期比25.2％減）、不動産賃貸関連が2億66百万円（前年同四半期比124.8％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3四半期連結累計期間の営業損失は36億40百万

円（前年同四半期は営業損失45億42百万円）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

26億48百万円（前年同四半期は営業損失33億41百万円）、不動産賃貸関連の営業利益が1億25百万円

（前年同四半期比228.9%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39億94百万円（前年同四半期は経

常損失48億32百万円）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1億13百万円計上しま

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46億86百万円（前年同四半期は税金等調整前四半期純損失

52億40百万円）となり、第３四半期連結累計期間の四半期純損失は52億11百万円（前年同四半期は四半

期純損失50億46百万円）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
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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76億10百万円減少し、338億

58百万円となりました。 

 資産の部では、現金及び預金の減少等により流動資産が82億11百万円減少し170億96百万円となり、

武蔵小杉駅前再開発のための土地購入等により有形固定資産が12億47百万円増加し125億28百万円とな

り、株式相場の下落等により投資その他の資産が5億72百万円減少し39億17百万円となりました。 

 負債の部は、その他（設備関係支払手形）の減少等により、前連結会計年度末に比べ23億93百万円減

少し215億8百万円となりました。 

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べ52億16百万円減少し123億49百万円となりました。 

  

平成23年11月10日に公表いたしました平成24年3月期の通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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、当四半期連結会計期間の末日現在において、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）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,054,305 7,776,521

受取手形及び売掛金 3,182,117 2,691,259

有価証券 2,744,150 900,000

仕掛品 2,914,997 3,518,238

原材料及び貯蔵品 719,207 683,874

繰延税金資産 587,363 374,349

その他 1,108,414 1,156,304

貸倒引当金 △2,972 △4,315

流動資産合計 25,307,583 17,096,232

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,083,072 5,541,970

機械装置及び運搬具（純額） 830,271 1,070,374

土地 2,888,990 3,977,070

リース資産（純額） 989,622 903,976

その他（純額） 489,164 1,035,275

有形固定資産合計 11,281,121 12,528,668

無形固定資産

その他 362,257 297,301

無形固定資産合計 362,257 297,301

投資その他の資産

投資有価証券 2,991,598 2,673,086

その他 2,778,400 2,381,608

貸倒引当金 △1,280,613 △1,137,550

投資その他の資産合計 4,489,385 3,917,144

固定資産合計 16,132,765 16,743,113

繰延資産

社債発行費 28,918 19,624

繰延資産合計 28,918 19,624

資産合計 41,469,267 33,858,970
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,891,795 1,101,142

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 5,644,999

1年内償還予定の社債 540,000 540,000

未払法人税等 182,350 78,549

前受金 297,917 689,091

賞与引当金 267,304 102,350

受注損失引当金 1,025,464 824,277

工場移転損失引当金 315,000 500,000

その他の引当金 110,079 77,943

その他 2,725,733 972,091

流動負債合計 13,311,269 10,952,445

固定負債

社債 810,000 540,000

長期借入金 2,343,375 3,066,666

退職給付引当金 4,390,134 4,325,705

役員退職慰労引当金 559,633 573,497

環境対策引当金 436,400 436,400

工場移転損失引当金 500,000 －

その他 1,552,123 1,614,283

固定負債合計 10,591,666 10,556,552

負債合計 23,902,936 21,508,998

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 5,364,323 152,840

自己株式 △560,530 △562,491

株主資本合計 16,952,189 11,738,744

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 △422,464

為替換算調整勘定 △12,515 15,236

その他の包括利益累計額合計 △437,567 △407,228

少数株主持分 1,051,709 1,018,456

純資産合計 17,566,331 12,349,972

負債純資産合計 41,469,267 33,858,970
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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22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年12月31日)

売上高 8,206,704 6,308,503

売上原価 10,355,133 7,637,912

売上総損失（△） △2,148,428 △1,329,408

販売費及び一般管理費 2,394,012 2,311,341

営業損失（△） △4,542,441 △3,640,750

営業外収益

受取利息 6,639 10,291

受取配当金 70,198 77,543

負ののれん償却額 34,932 －

助成金収入 72,058 7,140

その他 99,367 147,629

営業外収益合計 283,195 242,605

営業外費用

支払利息 258,484 217,434

為替差損 208,440 220,720

その他 106,332 158,410

営業外費用合計 573,256 596,565

経常損失（△） △4,832,502 △3,994,710

特別利益

固定資産売却益 163 113,451

補助金収入 － 102,095

投資有価証券売却益 1,441 －

製品保証引当金戻入額 11,823 －

収用補償金 83,898 －

工場移転損失引当金戻入額 － 21,617

特別利益合計 97,326 237,164

特別損失

固定資産除売却損 867 573,137

投資有価証券売却損 － 1,089

投資有価証券評価損 68,348 349,010

ゴルフ会員権評価損 6,940 6,200

環境対策引当金繰入額 429,000 －

特別損失合計 505,156 929,437

税金等調整前四半期純損失（△） △5,240,332 △4,686,984

法人税、住民税及び事業税 34,620 91,420

法人税等調整額 △224,927 464,672

法人税等合計 △190,306 556,093

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,050,026 △5,243,077

少数株主損失（△） △3,899 △31,593

四半期純損失（△） △5,046,127 △5,211,483
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,050,026 △5,243,077

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △260,475 2,593

為替換算調整勘定 51,043 27,751

その他の包括利益合計 △209,432 30,345

四半期包括利益 △5,259,458 △5,212,732

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,255,547 △5,181,144

少数株主に係る四半期包括利益 △3,911 △31,588
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 8,088,229 118,475 8,206,704

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ―

計 8,088,229 118,475 8,206,704

セグメント利益又は損失（△） △3,341,493 37,998 △3,303,494

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △3,303,494

全社費用(注) △1,238,946

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △4,542,441
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当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(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 6,042,158 266,345 6,308,503

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ―

計 6,042,158 266,345 6,308,503

セグメント利益又は損失（△） △2,648,875 125,004 △2,523,870

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △2,523,870

全社費用(注) △1,116,880

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △3,640,750

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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