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1. 平成29年3月期の連結業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(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
親会社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期 4,031 6.3 99 △3.8 121 △9.8 △918 ―

28年3月期 3,792 △6.8 103 △27.8 134 △30.0 66 △15.7

（注）包括利益 29年3月期　　△918百万円 （―％） 28年3月期　　46百万円 （△54.9％）

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 ％ ％ ％

29年3月期 △213.35 ― △27.2 2.6 2.5

28年3月期 15.51 ― 1.7 2.6 2.7

（参考） 持分法投資損益 29年3月期 ―百万円 28年3月期 ―百万円

(2) 連結財政状態

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

29年3月期 4,385 2,896 66.0 672.88

28年3月期 5,051 3,857 76.4 896.04

（参考） 自己資本 29年3月期 2,896百万円 28年3月期 3,857百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
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

29年3月期 318 3 △50 1,999

28年3月期 44 △44 △61 1,734

2. 配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

28年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 43 64.5 1.1

29年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50 53 ― 1.6

30年3月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00 70.6

(注)　29年３月期期末配当金の内訳　普通配当　５円00銭　記念配当　２円50銭

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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) 1,931 0.8 48 △45.7 58 △37.9 30 △40.0 6.97

通期 3,863 △4.2 96 △3.5 116 △4.5 61 ― 14.17



※ 注記事項

(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 　：　有

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

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年3月期 5,722,500 株 28年3月期 5,722,500 株

② 期末自己株式数 29年3月期 1,418,249 株 28年3月期 1,416,927 株

③ 期中平均株式数 29年3月期 4,305,186 株 28年3月期 4,305,882 株

（参考）個別業績の概要

1. 平成29年3月期の個別業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(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 ％

29年3月期 1,723 △3.1 △78 ― 32 △64.4 △922 ―

28年3月期 1,779 0.9 △38 ― 91 245.3 69 ―

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

29年3月期 △214.21 ―

28年3月期 16.23 ―

(2) 個別財政状態

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

29年3月期 2,919 2,280 78.1 529.80

28年3月期 3,849 3,234 84.0 751.29

（参考） 自己資本 29年3月期 2,280百万円 28年3月期 3,234百万円

2. 平成30年 3月期の個別業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 954 3.5 28 △48.9 19 △61.4 4.41

通期 1,908 10.7 57 75.0 39 ― 9.06

※ 決算短信は監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付２
ページ「1.経営成績等の概況」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢や個人所得の改善が継続し、緩やかな回復基調で推移しま

した。しかし、中国など新興国経済の減速や新政権下の米国経済の不確実さから先行き不透明な状況となって

います。

　当社グループの主要取引先業界では、人手不足対策として製品搬送を自動化した特注機械に対する要望が強

くなっており、当社の機械製造技術と開発力の強化が重要課題であると考えております。

　これまで当社は、重要主力製品と位置づけてきた「空気転写機(NATS)」への開発投資を継続する共に、国内

市場と海外市場（特に中国市場）への営業展開を積極的に行ってまいりました。しかしながら、空気転写機の

国内及び中国の自動車業界への浸透の遅れと中国の景気減速の影響から、当社及び海外連結子会社の業績が低

迷しました。ただ、国内連結子会社におきまして、ラベル・カード・ボトル印刷業界から高い評価を受けてき

た画像検査装置販売が伸長すると共に、成形転写関連で海外家電向け転写箔の出荷が順調に推移したことが、

当社グループの業績を下支えしました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は40億31百万円(前年同期比6.3%増)となりました。また、利益面にお

きましては営業利益が99百万円(前年同期比3.8%減）、経常利益が１億21百万円(前年同期比9.8%減）となり、

特別損失として固定資産の減損損失を９億29百万円計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純損失が

９億18百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益66百万円)となりました。

　

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比較して６億65百万円減少し、43億85百万円とな

りました。これは主として現金及び預金が２億64百万円増加した一方で、建物及び構築物が４億33百万円、土

地が４億56百万円減少したことによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末と比較して２億96百万円増加し、14億89百万円となりました。これは主として支

払手形及び買掛金が１億52百万円、未払法人税等が46百万円、未払消費税等が12百万円、流動負債（その他）

が70百万円、役員退職慰労引当金が20百万円増加したことによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末と比較して９億61百万円減少し、28億96百万円となりました。これは主として

利益剰余金が９億61百万円減少したことによるものであります。

　これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して10.4ポイント減少し、66.0％となりました。

　

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して２億64百万円増加し、19億

99百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローでは、３億18百万円の収入（前連結会計年度は44百万円の収入）となり

ました。これは主として税金等調整前当期純損失の計上８億８百万円、減損損失の計上９億29百万円、たな卸

資産の増加１億８百万円、仕入債務の増加１億56百万円、法人税等の支払49百万円によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、３百万円の収入（前連結会計年度は44百万円の支出）となりまし

た。これは主として有形固定資産の取得による支出10百万円、出資金の分配による収入16百万円によるもので

あります。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、50百万円の支出（前連結会計年度は61百万円の支出）となりまし

た。これは、主として配当金の支払43百万円によるものであります。
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（４）今後の見通し

国内は引き続き雇用情勢や個人消費の改善が継続する中で、雇用の需給関係は厳しさが増すことが予想され

ます。また、海外では米国経済の不確実性やアジア、中東地域のリスクの高まりなどにより、不透明な状況が

続くものと思われます。

　このような状況の中で当社グループは、まず、最優先課題として研究開発活動の拡大に取り組んでまいりま

す。当社グループが最重要主力製品と位置づけている「空気転写機(NATS)」の基本技術研究開発、画像検査装

置の操作性と更なる性能向上のためのソフトウエア技術開発、取引先業界の自動化機械への各種要望に対応で

きる製造技術力・製品開発力向上等がその主な対象と考えております。また、これらの技術開発力を向上させ

るための人財投資も重要課題と認識し、人財確保に一層注力してまいります。

　次に、当社の機械製品販売方針としまして、当社主力のホットスタンプ機、パッド印刷機、空気転写機に資

源を集中すると共に、これまで当社業績を支えてきた関連資材商品販売力を強化する経営戦略を取ることとし

ました。これに伴う組織体制変更と独立採算制への移行を実施いたしました。また、海外市場におきましては、

中国自動車市場への空気転写機の拡販に注力する体制としました。

　当社51周年となる翌会計年度は基礎固めの年と位置付け、当社と海外連結子会社の構造改革を進め、収益が

出る体質に変革してまいる予定です。これにより、翌々会計年度から、個別・連結共に成長軌道に乗せていけ

るものと考えております。

　以上から、翌連結会計年度の連結業績といたしましては、売上高38億63百万円、営業利益96百万円、経常利

益１億16百万円、親会社株主に帰属する当期純利益61百万円を見込んでおります。

　

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、日本基準により連結財務諸表を作成しております。国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）につきま

しては、任意適用に向けた検討を進めておりますが、適用時期に関しては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に

対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,734,845 1,999,583

受取手形及び売掛金 884,053 854,553

商品及び製品 80,055 152,309

仕掛品 180,965 205,356

原材料及び貯蔵品 144,051 150,189

繰延税金資産 31,748 20,690

その他 83,711 80,793

貸倒引当金 △1,478 △32,323

流動資産合計 3,137,952 3,431,153

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 480,594 47,539

機械装置及び運搬具（純額） 80,535 20,483

土地 1,015,560 559,497

その他（純額） 24,647 9,101

有形固定資産合計 1,601,338 636,621

無形固定資産

ソフトウエア 4,982 1,713

電話加入権 2,549 -

無形固定資産合計 7,532 1,713

投資その他の資産

投資有価証券 251,205 248,575

退職給付に係る資産 3,052 2,944

繰延税金資産 6,990 16,885

その他 43,859 48,786

貸倒引当金 △516 △682

投資その他の資産合計 304,591 316,510

固定資産合計 1,913,462 954,845

資産合計 5,051,414 4,385,999
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 713,038 865,203

短期借入金 12,105 7,050

リース債務 4,338 3,639

未払法人税等 37,897 84,485

未払消費税等 12,217 24,621

賞与引当金 50,322 52,857

その他 223,782 294,293

流動負債合計 1,053,703 1,332,152

固定負債

長期借入金 - 867

リース債務 11,086 7,447

繰延税金負債 5,940 3,703

退職給付に係る負債 31,744 33,965

役員退職慰労引当金 90,956 111,604

固定負債合計 139,727 157,587

負債合計 1,193,431 1,489,739

純資産の部

株主資本

資本金 1,075,400 1,075,400

資本剰余金 943,375 943,375

利益剰余金 2,215,046 1,253,487

自己株式 △450,507 △450,976

株主資本合計 3,783,313 2,821,285

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 14,749 26,154

為替換算調整勘定 59,920 48,819

その他の包括利益累計額合計 74,670 74,973

純資産合計 3,857,983 2,896,259

負債純資産合計 5,051,414 4,385,999
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 3,792,272 4,031,672

売上原価 2,642,802 2,717,288

売上総利益 1,149,469 1,314,384

販売費及び一般管理費 1,046,058 1,214,918

営業利益 103,410 99,466

営業外収益

受取利息 383 660

受取配当金 13,240 5,265

受取賃貸料 11,830 11,864

受取補償金 － 4,271

為替差益 4,630 －

その他 3,217 3,600

営業外収益合計 33,303 25,661

営業外費用

支払利息 1,356 1,027

為替差損 － 2,253

その他 792 429

営業外費用合計 2,148 3,710

経常利益 134,565 121,417

特別利益

固定資産売却益 195 －

投資有価証券売却益 2,375 －

特別利益合計 2,570 －

特別損失

固定資産除却損 556 543

投資有価証券売却損 3,287 －

減損損失 － 929,573

特別損失合計 3,843 930,116

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△）

133,292 △808,699

法人税、住民税及び事業税 71,316 112,985

法人税等調整額 △4,818 △3,179

法人税等合計 66,498 109,805

当期純利益又は当期純損失（△） 66,794 △918,505

親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）

66,794 △918,505
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） 66,794 △918,505

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △19,902 11,405

為替換算調整勘定 85 △11,101

その他の包括利益合計 △19,817 303

包括利益 46,976 △918,201

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 46,976 △918,201

非支配株主に係る包括利益 - -
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

為替換算調

整勘定

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 1,075,400 943,375 2,217,402 △450,097 3,786,080 34,652 59,835 94,487 3,880,568

当期変動額

剰余金の配当 △53,825 △53,825 ― △53,825

親会社株主に帰属す

る当期純利益
66,794 66,794 ― 66,794

自己株式の取得 △410 △410 ― △410

新規連結に伴う利益

剰余金減少額
△15,324 △15,324 ― △15,324

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― △19,902 85 △19,817 △19,817

当期変動額合計 ― ― △2,356 △410 △2,766 △19,902 85 △19,817 △22,584

当期末残高 1,075,400 943,375 2,215,046 △450,507 3,783,313 14,749 59,920 74,670 3,857,983

当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

為替換算調

整勘定

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 1,075,400 943,375 2,215,046 △450,507 3,783,313 14,749 59,920 74,670 3,857,983

当期変動額

剰余金の配当 △43,054 △43,054 ― △43,054

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△918,505 △918,505 ― △918,505

自己株式の取得 △468 △468 ― △468

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― 11,405 △11,101 303 303

当期変動額合計 ― ― △961,559 △468 △962,027 11,405 △11,101 303 △961,724

当期末残高 1,075,400 943,375 1,253,487 △450,976 2,821,285 26,154 48,819 74,973 2,896,259
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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27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29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又は税金等調整前当期
純損失（△）

133,292 △808,699

減価償却費 60,440 55,505

減損損失 － 929,573

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,289 31,010

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,897 2,722

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △9,843 2,221

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,684 20,648

受取利息及び受取配当金 △13,624 △5,925

支払利息 1,356 1,027

為替差損益（△は益） 1,273 1,262

固定資産除却損 556 543

固定資産売却損益（△は益） △195 －

投資有価証券売却損益（△は益） 912 －

売上債権の増減額（△は増加） 205,472 68,382

たな卸資産の増減額（△は増加） △117,452 △108,717

仕入債務の増減額（△は減少） △101,105 156,216

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,478 △8,266

その他 21,221 25,203

小計 176,322 362,708

利息及び配当金の受取額 13,624 5,925

利息の支払額 △1,356 △1,027

法人税等の支払額 △144,531 △49,392

営業活動によるキャッシュ・フロー 44,058 318,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △50,715 △10,935

有形固定資産の売却による収入 804 －

無形固定資産の取得による支出 △2,900 △2,170

投資有価証券の取得による支出 △58,510 －

投資有価証券の売却による収入 59,029 －

出資金の分配による収入 7,593 16,147

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,699 3,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △5,076 △4,000

長期借入れによる収入 － 1,326

リース債務の返済による支出 △2,657 △4,338

自己株式の取得による支出 △410 △468

配当金の支払額 △53,718 △43,049

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,862 △50,531

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,216 △5,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △66,719 264,737

現金及び現金同等物の期首残高 1,780,819 1,734,845

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 20,745 －

現金及び現金同等物の期末残高 1,734,845 1,999,583
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28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28年４月１日 至 平成29年３月31日)

　該当事項はありません。

(会計方針の変更)

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関す

る実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日

以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

(表示方法の変更)

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「売上債権売却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、

当連結会計年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させる

ため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「売上債権売却損」として独立掲記していた553千円

は、「営業外費用」の「その他」792千円として組み替えております。

(追加情報)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連

結会計年度から適用しております。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
　

当社及び連結子会社の事業は、印刷機器関連の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

当社及び連結子会社の事業は、印刷機器関連の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり純資産額 896.04円 672.88円

１株当たり当期純利益金額又は
１株当たり当期純損失金額（△）

15.51円 △213.35円

（注）1.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。

なお、当連結会計年度については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

2.１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下の通りであります。

項目
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当連結会計年度

（平成29年３月31日)

　 連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,857,983 2,896,259

　 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － －

　 普通株式に係る期末の純資産額(千円) 3,857,983 2,896,259

　 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
　 普通株式の数(株)

4,305,573 4,304,251

3.１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下の通りであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

　 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主
に帰属する当期純損失（△）(千円)

66,794 △918,505

　 普通株主に帰属しない金額(千円) － －

　 普通株式に係る親会社株式に帰属する当期純利益
　 又は普通株式に係る親会社株式に帰属する当期純
　 損失（△）(千円)

66,794 △918,505

　 期中平均株式数（株） 4,305,882 4,305,186

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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