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(百万円未満切捨て)

１．令和２年３月期第３四半期の連結業績（平成31年４月１日～令和元年12月31日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

２年３月期第３四半期 5,136 △16.5 △644 - △645 - △626 -

31年３月期第３四半期 6,155 △11.2 △458 - △422 - △397 -
(注) 包括利益 ２年３月期第３四半期 △763百万円( -％) 31年３月期第３四半期 △411百万円( -％)
　

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

２年３月期第３四半期 △408.84 -

31年３月期第３四半期 △259.24 -
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

２年３月期第３四半期 8,710 5,976 68.6
31年３月期 9,242 6,762 73.1

(参考) 自己資本 ２年３月期第３四半期 5,976百万円 31年３月期 6,762百万円
　　
　

２．配当の状況

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

31年３月期 - 0.00 - 0.00 0.00

２年３月期 - 0.00 -

２年３月期(予想) 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

３．令和２年３月期の連結業績予想（平成31年４月１日～令和２年３月31日）

(％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

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 7,300 △10.8 △800 - △840 - △800 - △522.18
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 -社（社名） - 、除外 -社（社名） -
　

　

（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

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
　

　

（４）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) ２年３月期３Ｑ 1,552,500株 31年３月期 1,552,500株

② 期末自己株式数 ２年３月期３Ｑ 20,469株 31年３月期 20,469株

③ 期中平均株式数（四半期累計） ２年３月期３Ｑ 1,532,031株 31年３月期３Ｑ 1,532,042株

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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１. 当四半期決算に関する定性的情報

経営成績に関する説明

財政状態に関する説明
( 資産の部 ) 

( 負債の部 )

( 純資産の部 )

連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　有形固定資産は、16億35百万円となり前連結会計年度末の15億３百万円に比して１億32百万円増加いたしました。
　無形固定資産は、32百万円となり前連結会計年度末の54百万円に比して21百万円減少いたしました。
　投資その他の資産は、13億96百万円となり前連結会計年度末の13億86百万円に比して９百万円増加いたしました。

　流動負債は、19億36百万円となり前連結会計年度末の19億83百万円に比して46百万円減少いたしました。
　固定負債は、７億98百万円となり前連結会計年度末の４億96百万円に比して３億１百万円増加いたしました。

(3)

　当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、59億76百万円となり前連結会計年度末の67億62百万円に比して７億86百万
円減少いたしました。

　当社グループでは入手可能な情報に基づき検討しました結果、北米やアジアなど各地域でモノクロ機を含めて全体の販売
が減速していること、当社グループが想定した販売価格に対し海外及び国内における企業間価格競争の激化は止まらないこ
と、新型カラー機の販売時期が遅れたため海外での売上げがずれ込んだことなどから、売上げの落ち込みは続くと予想され
ます。また、売上げの減収に加え、原材料等の部材価格が上昇してもすぐに価格に転嫁出来ないことや製品の開発及び生産
準備費用などが予定より多く発生しているなど、期待していた収益改善が未達となっていることから、売上げ、利益への当
社グループの事業環境は厳しい状況が続くものと考えられるため、これらの状況を踏まえ第３四半期において通期連結業績
予想を修正いたしました。

　当社グループの市場環境は引き続き競争激化の状況にありますが、新たな成長を見据えた競争力のある新製品の販売で付
加価値を増やし、これまで遅れている原価の低減を早く改善するなど、安定した製品等の供給と生産及び経費等の削減によ
り、業績の回復に注力してまいります。

　当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、27億34百万円となり前連結会計年度末の24億79百万円に比して２億54百万円
増加いたしました。

　流動資産は、56億46百万円となり前連結会計年度末の62億98百万円に比して６億52百万円減少いたしました。

(2)

　当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、87億10百万円となり前連結会計年度末の92億42百万円に比して５億31百万円
減少いたしました。

  なお、今後につきましては、国内経済は緩やかな回復傾向に進むことが期待されますが、海外は先行き不透明であり海外
主体の当社グループの事業環境は厳しい状況が続くものと見込まれます。

　営業利益は売上げの減収が大きく影響したことに加え、計画の原価低減を図れなかったこと等により、当社グループが想
定した付加価値は得にくく、６億44百万円の営業損失（前年同四半期は４億58百万円の営業損失）、経常利益は不動産賃貸
収入に29百万円の収入はありましたが、為替相場の変動による為替差損26百万円を計上したことにより、６億45百万円の経
常損失（前年同四半期は４億22百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は６億26百万円の純損失（前年同
四半期は３億97百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

  実際の業績につきましては、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。また、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につきましては、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。

　また、業績予想を修正する必要があると判断した場合には、開示基準に従って速やかに開示をいたします。

  なお、為替の損益につきましては、営業外費用に26百万円の為替差損を計上しておりますが、今後の為替の動向につきま
しては、世界情勢により大きく変動することが考えられること等から、当第３四半期での公表数値のままとしております。

　本資料の発表日現在において当第３四半期の業績は、通期の連結業績予想値を大きく下回っております。

(1)

　世界経済は、緩やかな景気回復が見られるものの、米中貿易摩擦問題への懸念、中国・インド経済の減速、英国の欧州連
合離脱による影響、中東情勢の緊迫化で世界的な地政学的リスクが高まるなど、海外経済の不確実性は高まっており、先行
きの不透明感が払拭されない状況で推移いたしました。

  このような環境の下、当社及び連結子会社（以下、「当社グループ」）におきましては、販売面においては北米市場や欧
州市場の販売戦略を強化し、国内やアジアに向けては、潜在的な顧客層に対する販売活動を展開するなど、グループ事業収
益の改善に注力してまいりました。開発及び生産面においては付加価値の高い新製品の開発と経費削減を進めてまいりまし
た。

  しかし、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、海外及び国内における市場環境は引き続き競争激化
の状況にあるなか、北米やアジアでの販売台数が減速しており、51億36百万円と前年同四半期の61億55百万円に比べ、10億
18百万円の減収となり伸び悩む結果となりました。

  なお、当社グループの事業は、画像情報機器事業の単一セグメントであるためセグメントごとの記載を省略しております。

　当第３四半期連結累計期間（平成31年４月～令和元年年12月）におけるわが国経済は、堅調な企業収益や所得・雇用環境
の改善などを背景として引き続き緩やかな回復基調で推移したものの、相次ぐ自然災害による影響や米中の貿易摩擦・中国
経済の減速の影響により設備投資や自動車、鉄鋼などの製造業を中心に輸出や生産に厳しい状況が続くなど日本経済への先
行きに不安材料が残った状況で推移いたしました。
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２. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
継続企業の前提に関する重要事象等

継続企業の前提に関する重要事象等を改善・解消するための対応策

　当社グループといたしましては、以上の施策を実施する事により、収益力の向上に努めてまいります。

　なお、文中における将来に関する事項は、この四半期決算短信の開示時点において、当社グループが判断したものであり
ます。

(1)

　当社グループは、前連結会計年度に営業損失６億15百万円及び親会社株主に帰属する当期純損失７億22百万円を計上して
おりました。

　当第３四半期連結累計期間においても、依然として営業損失６億44百万円及び親会社株主に帰属する四半期純損失６億26
百万円を計上している状況であること等から、前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況が存在しているものと認識しております。

(2)

　当該事象又は状況を改善、解消するための対応策として下記項目について取り組んでおります。
　①収益構造の改善 ②生産構造改革 ③技術開発の情報の共有化 ④組織体制の見直し及び人員削減等の合理化 ⑤新規事業
の開拓 ⑥固定資産の有効活用 ⑦資金繰りについて
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３．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成31年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(令和元年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,348,543 1,943,083

受取手形及び売掛金 1,345,456 991,179

商品及び製品 1,295,010 1,111,303

仕掛品 77,404 206,370

原材料及び貯蔵品 1,129,283 1,183,563

その他 142,755 217,911

貸倒引当金 △39,968 △7,089

流動資産合計 6,298,485 5,646,321

固定資産

有形固定資産 1,503,467 1,635,687

無形固定資産 54,556 32,683

投資その他の資産

投資有価証券 412,982 369,842

その他 1,014,433 1,064,534

投資損失引当金 △24,899 △24,899

貸倒引当金 △16,412 △13,458

投資その他の資産合計 1,386,103 1,396,019

固定資産合計 2,944,127 3,064,390

資産合計 9,242,613 8,710,712
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成31年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(令和元年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,216,745 1,148,004

1年内返済予定の関係会社長期借入金 72,000 72,000

未払法人税等 26,160 14,409

賞与引当金 49,972 20,667

その他 618,270 681,148

流動負債合計 1,983,149 1,936,229

固定負債

関係会社長期借入金 144,000 348,000

退職給付に係る負債 45,480 33,889

役員退職慰労引当金 128,914 128,914

その他 178,292 287,540

固定負債合計 496,687 798,344

負債合計 2,479,836 2,734,574

純資産の部

株主資本

資本金 4,651,750 4,651,750

資本剰余金 298,864 298,864

利益剰余金 2,864,874 2,215,258

自己株式 △113,849 △113,849

株主資本合計 7,701,639 7,052,023

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 42,215 46,459

為替換算調整勘定 △1,130,330 △1,279,385

退職給付に係る調整累計額 149,252 157,040

その他の包括利益累計額合計 △938,862 △1,075,885

純資産合計 6,762,776 5,976,138

負債純資産合計 9,242,613 8,710,712
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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30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
　至 令和元年12月31日)

売上高 6,155,418 5,136,795

売上原価 4,557,055 3,839,059

売上総利益 1,598,363 1,297,736

販売費及び一般管理費 2,056,412 1,942,125

営業損失（△） △458,048 △644,389

営業外収益

受取利息 7,883 5,995

受取配当金 4,195 6,471

持分法による投資利益 2,496 -

不動産賃貸収入 14,939 29,617

為替差益 28,267 -

雑収入 1,912 6,650

営業外収益合計 59,694 48,734

営業外費用

支払利息 7,041 4,505

持分法による投資損失 - 6,691

不動産賃貸費用 13,499 11,806

為替差損 - 26,866

雑損失 4,078 64

営業外費用合計 24,619 49,934

経常損失（△） △422,973 △645,589

特別利益

投資有価証券売却益 - 2,012

特別利益合計 - 2,012

税金等調整前四半期純損失（△） △422,973 △643,577

法人税、住民税及び事業税 △16,949 △26,588

法人税等調整額 △8,854 9,372

法人税等合計 △25,803 △17,215

四半期純損失（△） △397,170 △626,361

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △397,170 △626,361
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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30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
　至 令和元年12月31日)

四半期純損失（△） △397,170 △626,361

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △23,020 4,243

為替換算調整勘定 286 △149,055

退職給付に係る調整額 8,352 28,142

その他の包括利益合計 △14,381 △116,668

四半期包括利益 △411,551 △743,030

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △411,551 △743,030

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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( ３ ) 四半期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）

（1）収益構造の改善

    ③ 
（2）生産構造改革    ③ 
（2）生産構造改革

（3）技術開発の情報の共有化

（4）組織体制の見直し及び人員削減等による合理化

（5）新規事業等の開拓

（6） 固定資産の有効活用

（7） 資金繰りについて

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

（会計方針の変更）

（重要な後発事象）

③ 管理業務の効率化を図り、固定費削減を含むコスト管理を引き続き強化してまいります。
徹底した在庫管理を目指し、在庫の削減を含めた管理及び購入調整を強化してまいります。

当社の開発部門においては、機械系、光学系、電気系、ソフトウェア系など専門設計者との多様な設計情報を共有化し、
厳しい競争において、いかに早く、品質の良い売れ筋の製品を出すかという課題の中、新製品の開発力の向上とタイム
リーな市場投入をさらに強化するとともに、開発計画の厳守及び技術開発コスト削減の徹底を実施してまいります。ま
た、モノ作りに関する人材・技術双方の育成と創造にも努めてまいります。

個々の製品に関する研究開発投資につきましては、メーカーの生命線であるとの認識のもと、その投資内容をより一層厳
選し、重点的な投資を実行してまいります。

  当社グループでは、当該事象又は状況を早期に改善、解消すべく、グループの収益力向上及び財務体質強化を図り、安定
した経営基盤を築くために、以下の対応策に取り組んでまいります。

① 国内外の販売会社を含めた営業体制及び営業活動の強化を図り、グローバル市場での売上規模の拡大及び新興国への拡
販強化を実施してまいります。

② 仕入原価の低減や物流コストの低減など、変動費の削減を強化してまいります。

　当社グループは、前連結会計年度に営業損失６億15百万円及び親会社株主に帰属する当期純損失７億22百万円を計上して
おりました。

　当第３四半期連結累計期間においても、依然として営業損失６億44百万円及び親会社株主に帰属する四半期純損失６億26
百万円を計上している状況であること等から、前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況が存在しているものと認識しております。

④

① 製品等の部材調達につきましては、国内及び海外での部材調達の最適化を目指しコスト削減を図ってまいります。
② 製品の生産工場及び生産工程等につきましても、国内及び海外での合理化を図り、コスト削減を実施してまいります。

① 事業規模に応じた経営の効率化を図るうえで、人員体制の機動的な対応に向け、必要に応じて組織体制及び人員配置の
更なる見直しを実施してまいります。

また、経営戦略や経営目標の実現、達成に向け、経営資源の一つである人材の能力を高めるための人事施策として、従
業員のビジネススキルや仕事に対する動機付けの向上などを教育や訓練を通して実現し、仕事の質そのものを向上させ
るよう人材開発に取り組んでまいります。

② 役員報酬及び管理職の賞与について、減額を引き続き実施してまいります。

当社は、新たな収益源の確保を目的に、本業の拡大を図りながら多岐に渡り新規アイテムを模索し、幾つかのアイテムに
おきましては、具体的な検討も行ってまいります。現在、製品の用途拡大、多様化への対応のため、既存技術、先行技術
およびシステムの導入、応用を行い、繊維、セラミック、建材用途などの素材への加工製品として工業・産業分野への用
途拡大と新規市場への参入を図るべく、当社が長年培ってきた電子写真技術を駆使した昇華転写プリンタやセラミック用
途向けデカールプリンタとして新たな分野への改革と付加価値の高い製品として、普及に努めております。更に中期的に
は当社保有技術を応用拡張し、その有効利用に資源を集中させ、新たなビジネスアプリケーションに挑む方向で具体的な
組織づくりを行ってまいります。また、長期的には他分野での事業展開を行なう上で、技術パートナーとの協調も視野に
入れる等、より広い分野での更なる検討を進めてまいります。

生産拠点での生産効率の向上やコスト削減を図るため、固定資産の有効活用に注力してまいります。設備投資につきまし
ては、投資後も減価償却、保全、改良などが必要となり、初期投資だけでない維持・運用のための財務的な負担も考慮
し、自社の設備保全に要するコストを削減し、かつ設備の余寿命を延ばし、結果として設備の稼動を向上させる方法を検
討してまいります。

当社グループは、事業目標に応じた効率的なコスト削減に取り組み、事業及び運転資金の安定的な確保と維持に向け、グ
ループ内の資金を最大限に有効活用してまいります。現状におきましては、厳しい事業環境を乗り越えるための資金繰り
に支障はないと判断しております。なお、新製品開発に伴う手元資金の必要性に基づき、その他関係会社の株式会社三桂
製作所から２億４千万円の資金を調達いたしました。上記に加え、取引金融機関に対しましては、引き続きご協力を賜り
ますよう協議を進めてまいります。

　以上の施策を実施するとともに、今後も引き続き有効と考えられる施策につきましては、積極的に実施してまいります。
　現在、これらの対応策を進めておりますが、これらの改善策を実施してもなお、当社グループにおける今後の売上高及び
利益の回復は、受注動向や為替の影響等、経済環境に左右され確信できるものではなく、また、売上高の回復が資金計画に
も重要な影響を与えること等から、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

該当事項はありません。

  なお、当社グループの四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実
性の影響は四半期連結財務諸表に反映しておりません。

該当事項はありません。

　国際財務報告基準を適用している子会社は、第１四半期連結会計期間より、国際財務報告基準第16号「リース」（以下
「IFRS第16号」という。）を適用しております。

　これにより、リースの借手は、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することとしました。
IFRS第16号の適用については、経過措置として認められている当該会計基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識す
る方法を採用しております。

　なお、当該会計基準の適用が、当第３四半期連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。
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