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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第2四半期 3,404 △8.9 △541 ― △322 ― △503 ―
26年3月期第2四半期 3,739 △0.6 △1,244 ― △1,220 ― 16,175 ―

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 △537百万円 （―％） 26年3月期第2四半期 15,639百万円 （―％）

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

27年3月期第2四半期 △5.76 ―
26年3月期第2四半期 185.18 ―

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

27年3月期第2四半期 22,473 14,000 57.3 147.55
26年3月期 25,173 14,540 53.4 154.04
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 12,886百万円 26年3月期 13,454百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
27年3月期 ― 0.00
27年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 9,370 △4.4 △1,290 ― △1,310 ― △1,370 ― △15.68



(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） ： 有

（注）詳細は【添付資料】3ページ「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧下さい。

(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

（注）詳細は【添付資料】3ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。

(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。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） （株）伊賀マシナリー

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期2Q 90,279,200 株 26年3月期 90,279,200 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 2,944,963 株 26年3月期 2,938,975 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 87,337,657 株 26年3月期2Q 87,349,542 株



株式会社東京機械製作所(6335) 平成27年３月期 第２四半期決算短信

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………２

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………………………３

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………………………３

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………………………３

３．継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………４

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………５

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………５

（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 …………………………………………７

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………９

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………10

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………10

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………10

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………10

（重要な後発事象） ……………………………………………………………………………………11

決算短信 （宝印刷）  2014年11月07日 11時43分 3ページ （Tess 1.40 20131220_01）

1



株式会社東京機械製作所(6335) 平成27年３月期 第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間(平成26年４月１日～平成26年９月30日)におけるわが国経済は、消費税率引上げによ

る消費低迷や海外景気の下振れ懸念が国内景気の下押しリスクとして存在しているものの、政府・日銀による経

済・金融政策により設備投資が持ち直すなど緩やかな回復基調で推移しました。

その一方で、当社グループが主として事業を展開している新聞印刷業界は、広告収入が底入れしつつあるものの

新聞購読者数は引き続き減少し、設備投資に慎重な姿勢が変わらず、当社グループにとって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においては「カラートップ エコワイド オフセット輪転機」を中心として生産してお

ります。

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中、34億4百万円（前年同四

半期比8.9%減）となりました。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。

《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、当第２四半期連結累計期間

の営業損失は5億41百万円（前年同四半期は営業損失12億44百万円）となりました。

《経常損益》

かずさテクノセンターの立地奨励金等を計上し、経常損失は3億22百万円（前年同四半期は経常損失12億20百万

円）となりました。

《特別損益》

特別損益の部では、特別損失に工場移転損失92百万円、社葬費用42百万円を計上しました。

以上の結果、税金等調整前四半期純損失は4億48百万円（前年同四半期は税金等調整前四半期純利益176億70百万

円）となり、当第２四半期連結累計期間の四半期純損失は5億3百万円（前年同四半期は四半期純利益161億75百万

円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

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27億円減少し、224億73百万円となりまし

た。

資産の部では、前渡金の減少等により流動資産が24億34百万円減少し155億6百万円となり、固定資産は2億65百万

円減少し69億67百万円となりました。

負債の部は、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べ21億60百万円減少し84億72百万円となりま

した。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ5億39百万円減少し140億円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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26年5月13日に公表

いたしました平成27年３月期通期連結業績予想を修正しております。修正の詳細は平成26年11月12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。
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２．サマリー情報(注記事項)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

　㈱伊賀マシナリーは当第２四半期連結会計期間において清算結了したため、連結の範囲から除外しております。

なお、清算結了までの損益計算書については連結しております。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適

用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第

１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を割引率決

定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込

期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
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３．継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループには、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存在しておりますが、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。

・事業改革の推進（デジタル印刷機販売事業、保守サービス事業、エネルギー分野、新分野開拓）

・組織改革の断行（経営体制の若返り）

・経費削減（製造原価低減、管理コスト低減）

　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、四半期連結財務諸表の「継続企業の前提に関する注記」は記載しておりません。
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,689,524 9,603,818

受取手形及び売掛金 3,897,893 2,018,623

有価証券 450,000 400,000

仕掛品 1,459,093 2,457,872

原材料及び貯蔵品 598,265 527,247

繰延税金資産 53,312 57,333

その他 1,813,511 452,899

貸倒引当金 △20,906 △11,638

流動資産合計 17,940,695 15,506,157

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,614,830 3,477,368

機械装置及び運搬具（純額） 572,670 542,850

土地 2,002,497 2,002,497

リース資産（純額） 16,009 18,141

建設仮勘定 － 1,513

その他（純額） 62,744 63,369

有形固定資産合計 6,268,751 6,105,742

無形固定資産

その他 5,244 4,880

無形固定資産合計 5,244 4,880

投資その他の資産

投資有価証券 583,425 600,475

その他 457,398 337,785

貸倒引当金 △81,764 △81,764

投資その他の資産合計 959,059 856,495

固定資産合計 7,233,055 6,967,118

資産合計 25,173,751 22,473,275

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,537,399 1,411,260

1年内返済予定の長期借入金 60,000 －

未払法人税等 856,442 82,949

前受金 186,341 894,524

賞与引当金 51,665 52,809

製品保証引当金 287,772 267,375

受注損失引当金 490,885 172,937

環境対策引当金 63,908 －

その他 1,425,759 246,523

流動負債合計 4,960,174 3,128,381

固定負債

長期借入金 45,000 －

役員退職慰労引当金 214,673 79,964

退職給付に係る負債 3,643,484 3,536,047

その他 1,770,156 1,728,471

固定負債合計 5,673,313 5,344,483
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負債合計 10,633,488 8,472,864

純資産の部

株主資本

資本金 8,341,000 8,341,000

資本剰余金 3,807,109 3,807,109

利益剰余金 1,957,007 1,453,738

自己株式 △568,143 △568,663

株主資本合計 13,536,973 13,033,184

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,591 13,047

為替換算調整勘定 △151,093 △202,819

退職給付に係る調整累計額 58,270 43,487

その他の包括利益累計額合計 △82,231 △146,283

少数株主持分 1,085,520 1,113,511

純資産合計 14,540,262 14,000,411

負債純資産合計 25,173,751 22,473,275
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 3,739,739 3,404,571

売上原価 3,758,503 2,931,946

売上総利益又は売上総損失（△） △18,763 472,625

販売費及び一般管理費 1,225,298 1,013,751

営業損失（△） △1,244,062 △541,125

営業外収益

受取利息 4,826 7,927

受取配当金 52,362 8,640

為替差益 52,004 68,844

助成金収入 56,014 54,027

その他 48,121 109,954

営業外収益合計 213,330 249,394

営業外費用

支払利息 51,162 13,712

シンジケートローン手数料 111,382 －

支払保証料 18,082 －

その他 8,644 16,976

営業外費用合計 189,271 30,689

経常損失（△） △1,220,003 △322,420

特別利益

固定資産売却益 20,706,698 －

投資有価証券売却益 1,082,925 12,779

特別利益合計 21,789,624 12,779

特別損失

固定資産除売却損 121 －

投資有価証券売却損 219,079 －

環境対策引当金繰入額 2,651,946 3,422

工場移転損失 2,670 92,346

事業構造改革費用 25,574 －

社葬費用 - 42,909

特別損失合計 2,899,392 138,677

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（△）

17,670,228 △448,318

法人税、住民税及び事業税 1,543,796 71,785

法人税等調整額 △19,129 △45,335

法人税等合計 1,524,667 26,449

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

16,145,560 △474,768

少数株主利益又は少数株主損失（△） △29,908 28,501

四半期純利益又は四半期純損失（△） 16,175,469 △503,269
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

16,145,560 △474,768

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △480,526 4,165

為替換算調整勘定 △25,649 △51,725

退職給付に係る調整額 － △14,783

その他の包括利益合計 △506,176 △62,342

四半期包括利益 15,639,384 △537,111

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 15,664,647 △567,321

少数株主に係る四半期包括利益 △25,262 30,210
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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利益又は税金等調整
前四半期純損失（△）

17,670,228 △448,318

減価償却費 339,850 208,990

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,135 △9,267

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,531 1,143

製品保証引当金の増減額（△は減少） 50,877 △20,397

受注損失引当金の増減額（△は減少） △279,546 △317,948

退職給付引当金の増減額（△は減少） 58,676 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △122,219

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,253 △134,709

環境対策引当金の増減額（△は減少） - △63,908

工場移転損失引当金の増減額（△は減少） - △6,393

環境対策引当金繰入額 2,651,946 3,422

工場移転損失 - 92,346

受取利息及び受取配当金 △57,188 △16,567

支払利息 51,162 13,712

為替差損益（△は益） △341 △112

投資有価証券売却損益（△は益） △863,845 △12,779

固定資産除売却損益（△は益） △20,706,577 －

売上債権の増減額（△は増加） △720,791 1,879,609

前受金の増減額（△は減少） 260,739 708,183

たな卸資産の増減額（△は増加） △768,400 △923,903

仕入債務の増減額（△は減少） △960,037 △126,170

その他 △712,824 △229,794

小計 △3,950,152 474,918

利息及び配当金の受取額 57,188 16,567

利息の支払額 △63,272 －

法人税等の支払額 △42,261 △774,628

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,998,498 △283,142

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） △1,819 △1,816

投資有価証券の取得による支出 △81,412 △31,866

投資有価証券の売却による収入 3,550,855 82,219

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,432,804 △304,412

有形及び無形固定資産の売却による収入 23,390,998 456,450

その他 33,931 113,792

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,459,749 314,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △20,000 －

長期借入金の返済による支出 △15,451,200 △105,000

自己株式の取得による支出 △1,503 △520

リース債務の返済による支出 △77,441 △21,792

配当金の支払額 △94 △15

少数株主への配当金の支払額 △1,665 △2,220

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,551,904 △129,547

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,522 10,801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,914,869 △87,522

現金及び現金同等物の期首残高 4,053,788 9,654,222

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,968,658 9,566,699
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（４）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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25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

(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 3,632,690 107,049 3,739,739

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 3,632,690 107,049 3,739,739

セグメント損失（△） △645,786 △33,007 △678,794

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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △678,794

全社費用(注) △565,268

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △1,244,062

(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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

当社グループの事業セグメントは、印刷機械関連事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメン

ト情報の記載を省略しております。

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当社グループは、従来「印刷機械関連」、「不動産賃貸関連」の２事業を報告セグメントとしておりましたが、第１

四半期連結累計期間より単一セグメントに変更しております。

前連結会計年度までに旧玉川製造所跡地の売却、旧新丸子社宅跡地に建設したTKS武蔵小杉ビルの売却等を行った結

果、不動産賃貸関連の当社グループにおける事業規模は相対的に小さいものとなっております。

このような状況を踏まえ、当社グループの事業展開及び経営管理体制の実態等を勘案した結果、事業セグメントは

「印刷機械関連」の単一セグメントが適切であるものと判断いたしました。
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（重要な後発事象）

　当社は、平成25年5月9日付にて、三菱重工印刷紙工機械株式会社から特許侵害による訴訟の提起（控訴）を受けて

おります。当社は、権利の侵害がない旨を主張し、知的財産高等裁判所にて係争中でありますが、平成26年10月30日

付にて同社から損害賠償請求額の変更に関する、訴えの変更申立がありました。（損害賠償請求額 2億40百万円）

（ご参考 従来損害賠償請求額 45百万円）
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