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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 52,917 △1.1 2,875 33.4 3,241 55.0 2,020 9.4
24年3月期第3四半期 53,532 △3.5 2,155 △28.6 2,091 △34.0 1,847 △35.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 2,585百万円 （467.3％） 24年3月期第3四半期 455百万円 （△66.3％）

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

25年3月期第3四半期 85.90 ―

24年3月期第3四半期 74.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 89,155 62,444 70.0
24年3月期 89,697 61,825 68.9

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  62,444百万円 24年3月期  61,825百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 50.00 50.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 74,000 △1.1 4,500 11.1 4,600 6.7 4,300 49.0 183.10



(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P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 25,703,166 株 24年3月期 25,703,166 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 2,338,258 株 24年3月期 1,546,848 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 23,524,380 株 24年3月期3Q 24,730,713 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループは、印刷機器事業において新規顧客を獲得し健全な成長を達成することを中期的な経営方針に掲げ

て運営しております。 

当第3四半期連結累計期間の印刷機器事業の販売においては、前年並みに推移しましたがユーロに対する円高の

影響を受けたことにより全体の売上高は前年を下回りました。利益面では、インクジェット事業において売上原価

が低減したことにより営業利益が増加しました。これらの結果、売上高は529億1千7百万円（前年同期比1.1％

減）、営業利益は28億7千5百万円（同33.4％増）、経常利益は32億4千1百万円（同55.0％増）、四半期純利益は20

億2千万円（同9.4％増）となりました。 

なお、当第３四半期連結累計期間の期中平均為替レートは、米ドル80.00円（前年同期比0.99円の円安）、ユー

ロ102.17円（同8.47円の円高）となりました。 

  

セグメントごとの業績は次のとおりです。 

①印刷機器事業  

当社グループは、印刷機器事業として、高速カラープリンター「オルフィス」を主としたインクジェット事業

とデジタル印刷機「リソグラフ」を主とした孔版事業を行っております。インクジェット事業は売上が順調に推移

しましたが、孔版事業の売上が減少しました。為替の影響もあり印刷機器事業の売上高は516億7千4百万円（前年

同期比1.0％減）、営業利益は24億9千万円（同43.2％増）となりました。 

日本 

孔版事業の売上は減少しましたが、インクジェット事業は順調に推移し売上高は331億2千2百万円（同0.8％

増）、営業利益は37億6千7百万円（同26.1％増）となりました。 

米州 

インクジェット事業の売上は堅調に推移しましたが、孔版事業が減少しました。売上高は前年を下回り34億3千8

百万円（同9.9％減）となりました。営業損失は販売費及び一般管理費を削減したことにより5億3千6百万円（前年

同期は8億6千4百万円の営業損失）となりました。 

欧州 

インクジェット事業が堅調に推移しましたが、為替の影響により売上は前年を下回りました。売上高は86億円

（前年同期比5.7％減）、営業損失は7億7千6百万円（前年同期は5億5千9百万円の営業損失）となりました。 

アジア 

主に中国での販売が堅調に推移し、売上高は65億1千2百万円（前年同期比1.5％増）となりました。営業利益

は、販売費及び一般管理費が増加したことにより3千6百万円（同79.1％減）となりました。 

  

②不動産その他事業 

当社グループは、不動産その他事業として表参道ビル・新大阪ビルの賃貸を中心とした不動産事業のほかプリン

トサービス業などを中心としたプリントクリエイト事業を行っております。 

不動産その他事業の売上高は12億4千2百万円（同5.1％減）、営業利益は3億8千5百万円（同7.5％減）となりま

した。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ以下のとおりとなりました。 

 総資産は5億4千2百万円減少し891億5千5百万円となりました。また、純資産は6億1千8百万円増加し624億4千4百

万円となりました。この結果、自己資本比率は1.1ポイント改善し70.0％となりました。 

 主な増減内容は、資産の部では、建設仮勘定が25億9千万円増加し、受取手形及び売掛金が34億3千8百万円減少

しました。また負債の部では、未払法人税等が10億2千2百万円増加し、賞与引当金が7億5千6百万円、流動負債そ

の他が14億2百万円それぞれ減少しました。  

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年11月２日に公表しました平成25年３月期の連結業績予想から変更はありません。  

     

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ58百万円増加しております。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,377 12,966

受取手形及び売掛金 14,240 10,801

有価証券 8,731 8,285

商品及び製品 8,916 10,549

仕掛品 548 535

原材料及び貯蔵品 1,928 2,212

繰延税金資産 1,400 1,551

その他 1,840 1,548

貸倒引当金 △275 △267

流動資産合計 50,707 48,184

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,982 18,193

減価償却累計額 △11,853 △12,164

建物及び構築物（純額） 6,129 6,028

機械装置及び運搬具 7,114 7,375

減価償却累計額 △6,192 △6,379

機械装置及び運搬具（純額） 921 995

工具、器具及び備品 14,841 14,893

減価償却累計額 △14,318 △13,996

工具、器具及び備品（純額） 522 896

土地 16,943 17,129

リース資産 328 261

減価償却累計額 △183 △118

リース資産（純額） 145 142

建設仮勘定 427 3,018

その他 10,964 10,057

減価償却累計額 △8,515 △7,766

その他（純額） 2,449 2,291

有形固定資産合計 27,540 30,502

無形固定資産   

のれん 2,009 1,509

ソフトウエア 2,303 2,420

その他 2,397 1,919

無形固定資産合計 6,709 5,849

投資その他の資産   

投資有価証券 1,463 1,408

長期貸付金 239 195

その他 3,142 3,080

貸倒引当金 △104 △66

投資その他の資産合計 4,740 4,618

固定資産合計 38,989 40,970

資産合計 89,697 89,155
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,197 10,864

短期借入金 2,227 2,673

1年内返済予定の長期借入金 2 2

未払法人税等 290 1,313

賞与引当金 1,578 822

役員賞与引当金 50 64

製品保証引当金 93 61

その他 7,235 5,832

流動負債合計 22,676 21,635

固定負債   

長期借入金 38 36

繰延税金負債 636 601

退職給付引当金 3,691 3,769

訴訟損失引当金 57 －

その他 771 667

固定負債合計 5,195 5,074

負債合計 27,872 26,710

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,114 14,114

資本剰余金 14,779 14,779

利益剰余金 37,874 38,929

自己株式 △2,011 △3,011

株主資本合計 64,757 64,812

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △107 △135

為替換算調整勘定 △2,825 △2,232

その他の包括利益累計額合計 △2,932 △2,367

純資産合計 61,825 62,444

負債純資産合計 89,697 89,155
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 53,532 52,917

売上原価 24,323 22,845

売上総利益 29,208 30,072

販売費及び一般管理費 27,053 27,196

営業利益 2,155 2,875

営業外収益   

受取利息 120 111

受取配当金 32 32

為替差益 － 38

その他 271 302

営業外収益合計 424 484

営業外費用   

支払利息 38 40

為替差損 323 －

固定資産除却損 24 32

その他 102 45

営業外費用合計 488 118

経常利益 2,091 3,241

特別利益   

顧客権譲渡益 263 22

事業譲渡益 110 －

特別利益合計 373 22

特別損失   

事業構造改善費用 － 101

特別損失合計 － 101

税金等調整前四半期純利益 2,464 3,162

法人税等 617 1,141

少数株主損益調整前四半期純利益 1,847 2,020

四半期純利益 1,847 2,020
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,847 2,020

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △260 △28

為替換算調整勘定 △1,131 592

その他の包括利益合計 △1,391 564

四半期包括利益 455 2,585

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 455 2,585

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

     

 当社は、当第３四半期連結累計期間において自己株式の取得を行いました。この結果、当第３四半期連結累計期

間において自己株式が999百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が3,011百万円となってお

ります。 

   

   

Ⅰ 前第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） 

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 

（注）１．不動産その他事業には、不動産事業及びプリントクリエイト事業が含まれております。 

   ２．印刷機器事業の各セグメントに属する主な国又は地域 

    (1）米 州 ……… 米国、カナダ 

    (2）欧 州 ……… ドイツ、イギリス、フランス 

    (3）アジア ……… 中国、タイ、韓国、インド 

   ３．セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

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 

（注）１．不動産その他事業には、不動産事業及びプリントクリエイト事業が含まれております。 

   ２．印刷機器事業の各セグメントに属する主な国又は地域 

    (1）米 州 ……… 米国、カナダ 

    (2）欧 州 ……… ドイツ、イギリス、フランス 

    (3）アジア ……… 中国、タイ、韓国、インド 

   ３．セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

印刷機器事業
不動産 
その他 
事業 

合計
日本 米州 欧州 アジア 計 

売上高 32,872 3,816 9,117 6,416 52,222 1,309 53,532 

セグメント利益又は損失 (△) 2,987 △864 △559 174 1,738 416 2,155 

  （単位：百万円）

  

印刷機器事業
不動産 
その他 
事業 

合計
日本 米州 欧州 アジア 計 

売上高 33,122 3,438 8,600 6,512 51,674 1,242 52,917 

セグメント利益又は損失 (△) 3,767 △536 △776 36 2,490 385 2,875 
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   （自己株式の消却） 

    当社は、平成25年１月31日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却すること

を決議いたしました。 

    なお、自己株式の消却に関する事項は、次のとおりであります。 

  １．消却する株式の種類 

    当社普通株式 

  ２．消却する株式の総数 

    2,000,000株 

  ３．消却予定日 

    平成25年２月７日 

  ４．消却後の発行済株式総数 

    23,703,166株 

  

   （自己株式の取得） 

    当社は、平成25年１月31日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 

   なお、自己株式の取得に関する事項は、次のとおりであります。 

  １．取得する株式の種類 

    当社普通株式 

  ２．取得する株式の総数 

    300,000株（上限） 

  ３．取得価額の総額 

    500,000,000円（上限） 

  ４．取得する期間 

    平成25年２月12日から平成25年３月５日まで 
  

  

  

（６）重要な後発事象
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