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1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年6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
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 ％

29年3月期第1四半期 1,907 43.7 △312 ― △323 ― △415 ―
28年3月期第1四半期 1,326 △35.1 △658 ― △478 ― △499 ―

（注）包括利益 29年3月期第1四半期 △315百万円 （―％） 28年3月期第1四半期 △496百万円 （―％）

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

29年3月期第1四半期 △4.75 ―
28年3月期第1四半期 △5.71 ―

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月期第1四半期 17,417 8,626 43.0 85.78
28年3月期 18,306 8,944 42.7 89.66
（参考）自己資本 29年3月期第1四半期 7,490百万円 28年3月期 7,829百万円

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

28年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
29年3月期 ―
29年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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）

（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
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) 5,490 56.0 △530 ― △470 ― △500 ― △5.72
通期 12,590 43.8 90 ― 130 ― 70 ― 0.80



(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

（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

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） 29年3月期1Q 90,279,200 株 28年3月期 90,279,200 株
② 期末自己株式数 29年3月期1Q 2,966,772 株 28年3月期 2,965,913 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期1Q 87,312,708 株 28年3月期1Q 87,323,649 株
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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１四半期連結累計期間(平成28年４月１日～平成28年６月30日)におけるわが国経済は、政府・日銀による経

済・金融政策により、企業収益の改善等、緩やかな回復基調が続いているものの、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱問

題や中国の景気減速等により世界経済の先行きは不透明な状況となっております。

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、依然として厳しい状況にありますが、「2020年 東

京オリンピック」に向けての更新需要は確実に増加しております。

このような中で、当社グループは、ご好評いただいている「カラートップ エコワイドⅡ オフセット輪転機」の

積極的な営業展開が功を奏し、当第１四半期連結累計期間においても既に、北海道新聞社様、読売新聞社様より合

わせて４セット受注するなど、受注残高は大幅に増加しております。

当第１四半期連結累計期間においては、その他の受注案件も含め当社の製品は、受注案件ごとに生産する都合上、

四半期ごとに平準化した売上の計上には至っておりません。しかしながら、年度を通じましては大きく売上に寄与

するものと見込んでおります。このように四半期ごとに売上高が平準化しないことにつきましては、当社としても

課題と認識しております。

当第１四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１四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同四半期と比べ売上増となったものの、充分な売上高を計上す

るには至らず、19億7百万円（前年同四半期比43.7%増）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四半期ごとに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１四半期連結累計期間

の営業損失は3億1千2百万円（前年同四半期は営業損失6億5千8百万円）となりました。

《経常損益》

営業外収益では、かずさテクノセンターの立地奨励金による助成金収入等を計上しましたが、営業外費用で為替

差損の計上もあり、経常損失は3億2千3百万円（前年同四半期は経常損失4億7千8百万円）となりました。

《特別損益》

特別損益の部では、特別損失に投資有価証券評価損2千万円を計上しました。

以上の結果、税金等調整前四半期純損失は3億4千4百万円（前年同四半期は税金等調整前四半期純損失4億6千2百

万円）となり、当第１四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失は4億1千5百万円（前年同四半期は

親会社株主に帰属する四半期純損失4億9千9百万円）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第１四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8億8千9百万円減少し、174億1千7百万円

となりました。

資産の部では、流動資産が7億4百万円減少し126億2百万円となり、固定資産は1億8千4百万円減少し48億1千4百万

円となりました。

負債の部は、前受金の減少等により流動負債が4億3千8百万円減少し45億6千8百万円となり、固定負債は1億3千1

百万円減少し42億2千3百万円となりました。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ3億1千8百万円減少し86億2千6百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年５月13日に公表いたしました平成29年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更

はありません。
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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

(連結の範囲の重要な変更)

連結子会社でありました東機エレクトロニクス株式会社と株式会社東機サービスは、平成28年４月１日付で東

機エレクトロニクス株式会社を存続会社とする吸収合併を行い、結合後企業の名称は株式会社東機システムサー

ビスとなっております。

これにより、連結子会社の数は４社となります。

（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

(会計方針の変更)

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）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建

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、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額はありません。

（４）追加情報

「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）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。
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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事象又は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。

・売上高の確保（更新需要の取込み、保守サービス事業の強化、デジタル印刷機の販売促進）

・原価低減および経費削減

・グループ全体の効率化

・新分野の開拓

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」に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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,492,292 6,424,241

受取手形及び売掛金 2,569,660 2,567,363

有価証券 420,000 470,000

仕掛品 2,082,019 2,163,399

原材料及び貯蔵品 563,248 534,163

繰延税金資産 39,045 50,333

その他 147,947 401,143

貸倒引当金 △6,876 △7,771

流動資産合計 13,307,338 12,602,872

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,501,338 1,462,970

機械装置及び運搬具（純額） 608,667 569,110

土地 1,889,905 1,889,905

リース資産（純額） 12,563 10,980

建設仮勘定 20,879 31,047

その他（純額） 101,383 92,941

有形固定資産合計 4,134,736 4,056,955

無形固定資産

その他 6,952 8,061

無形固定資産合計 6,952 8,061

投資その他の資産

投資有価証券 654,498 551,343

その他 284,975 279,990

貸倒引当金 △81,764 △81,764

投資その他の資産合計 857,709 749,568

固定資産合計 4,999,398 4,814,584

資産合計 18,306,737 17,417,457

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,873,340 1,610,470

未払法人税等 64,943 72,909

前受金 1,799,656 1,465,742

賞与引当金 115,231 78,466

製品保証引当金 150,321 155,636

受注損失引当金 770,350 916,017

その他 233,130 268,818

流動負債合計 5,006,974 4,568,062

固定負債

役員退職慰労引当金 94,857 70,765

退職給付に係る負債 3,865,732 3,787,974

その他 394,218 364,430

固定負債合計 4,354,809 4,223,169

負債合計 9,361,783 8,791,232

純資産の部

株主資本
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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 △3,269,380 △3,684,829

自己株式 △570,083 △570,118

株主資本合計 8,308,645 7,893,162

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 13,609 881

為替換算調整勘定 △221,326 △133,806

退職給付に係る調整累計額 △271,625 △269,927

その他の包括利益累計額合計 △479,341 △402,852

非支配株主持分 1,115,650 1,135,916

純資産合計 8,944,953 8,626,225

負債純資産合計 18,306,737 17,417,457
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 1,326,631 1,907,546

売上原価 1,523,882 1,773,500

売上総利益又は売上総損失（△） △197,251 134,046

販売費及び一般管理費 461,374 446,720

営業損失（△） △658,625 △312,673

営業外収益

受取利息 2,433 427

受取配当金 6,088 7,096

為替差益 23,180 －

助成金収入 107,359 64,328

その他 44,855 17,736

営業外収益合計 183,916 89,589

営業外費用

支払利息 3,555 87

為替差損 － 98,553

その他 258 2,048

営業外費用合計 3,813 100,688

経常損失（△） △478,522 △323,773

特別利益

投資有価証券売却益 16,399 －

特別利益合計 16,399 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 20,653

特別損失合計 － 20,653

税金等調整前四半期純損失（△） △462,122 △344,426

法人税、住民税及び事業税 35,318 60,198

法人税等調整額 △17,221 △21,073

法人税等合計 18,096 39,124

四半期純損失（△） △480,219 △383,551

非支配株主に帰属する四半期純利益 19,056 31,897

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △499,275 △415,448
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純損失（△） △480,219 △383,551

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,974 △21,584

為替換算調整勘定 △18,321 87,519

退職給付に係る調整額 △4,231 1,698

その他の包括利益合計 △16,577 67,633

四半期包括利益 △496,797 △315,918

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △518,304 △338,959

非支配株主に係る四半期包括利益 21,507 23,040
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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）

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）

　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。
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