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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 8,690 △17.9 34 △92.6 △187 ― △317 ―
24年3月期第2四半期 10,579 △7.3 463 △40.2 680 23.0 △297 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △692百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △847百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △6.91 ―
24年3月期第2四半期 △6.47 ―

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

25年3月期第2四半期 25,182 17,755 67.9 372.22
24年3月期 27,028 18,601 66.4 390.71
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  17,100百万円 24年3月期  17,951百万円

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 ― 3.00 3.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 3.00 3.00

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 21,000 2.7 500 △23.5 500 △61.7 300 ― 6.53



(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  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、【添付資料】3ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。なお、連結業績予想に関する事
項は、【添付資料】3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  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2Q 54,818,180 株 24年3月期 54,818,180 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 8,876,391 株 24年3月期 8,872,127 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 45,943,523 株 24年3月期2Q 45,967,517 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における経済情勢は、欧州地域において依然として懸念される債務危機問題から欧州

経済環境は回復の兆しを見せず、米国においては緩やかな回復傾向にあるものの企業の設備投資が伸びず本格的な

回復とは至っておりません。また、長期化する欧州債務問題の影響により世界経済の牽引役であったアジア新興諸

国経済の成長も鈍化傾向を示しており、我が国経済においても、震災復興需要により国内需要は持ち直しをみせて

いるものの、企業の設備投資は弱く、また、長引く円高の影響により輸出企業を中心に業績が伸び悩んでおり、世

界経済を取り巻く環境は不透明感が強まっております。 

  

 このような状況の中、情報画像関連機器事業ではサイン市場向けカッティングプロッタにおける新たな世界戦略

機種「ＶａｌｕｅＣｕｔ」シリーズを市場投入いたしました。「ＶａｌｕｅＣｕｔ」シリーズはカッティングプロ

ッタ単体としてはもちろん、大判インクジェットプリンタ「ＶａｌｕｅＪｅｔ」シリーズと組み合わせることによ

り、安価で高性能な「プリント＆カットシステム」として、プロフェッショナルなユーザーニーズに対応しており

ます。また、年度後半に向け、ＣＡＤ用インクジェットプロッタ「ＲＪ－９００」シリーズの後継機種として、従

来機種に対し 大25％の高速化を実現した「ＲＪ－９００Ｘ」シリーズを開発するなど、製品ラインアップの強化

に取組んで参りました。 

  

 経営成績では、主力事業である情報画像関連機器事業における業績は、本格的な回復に至らない国内・欧米地域

の経済情勢の影響、ＯＥＭ生産の減少、為替レートの大幅な円高による影響など、厳しい環境が継続しておりま

す。また、不動産賃貸事業においては、本社ビルのテナント退去に伴い、同ビルを業務効率の向上と意思決定の迅

速化を目的として自社グループでの使用に変更したことにより収益は減少となりました。 

  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高86億90百万円（前年同期比17.9％減）となり、コスト

削減に努めたものの売上高の落込みを吸収できず、営業利益34百万円（前年同期比92.6％減）となりました。ま

た、円高の影響による為替差損を２億99百万円計上したことで経常損益は１億87百万円の経常損失（前年同期は６

億80百万円の利益）となり、当四半期純損失３億17百万円（前年同期は２億97百万円の損失）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産は、251億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億45百万円の

減少となりました。 

 流動資産は143億１百万円となり、15億61百万円の減少となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金の

減少11億26百万円、たな卸資産の減少３億55百万円等であります。 

 固定資産は108億81百万円となり、２億83百万円の減少となりました。その主な要因は、減価償却等による有形

固定資産の減少１億82百万円、投資有価証券の減少１億２百万円等であります。 

  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は、74億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億99百万円の減

少となりました。 

 流動負債は37億24百万円となり、11億46百万円の減少となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減

少７億67百万円、未払金の減少２億６百万円、未払法人税等の減少97百万円等であります。 

 固定負債は37億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億47百万円の増加となりました。その主な要因は、

退職給付引当金の増加１億50百万円等であります。 

  

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、177億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億45百万円

の減少となりました。その主な要因は、当四半期純損失の計上等による利益剰余金の減少４億55百万円と、為替換

算調整勘定の減少２億98百万円等であります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 依然として続く欧州債務問題、景気の回復が鈍い米国、成長の鈍化が始まったアジア新興諸国、景気の後退局面

に入ったと言われる国内経済など、下期以降も厳しい経済状況が続くものと予想されます。 

 当社グループにおいても製品力の強化、収益構造の改善などの取り組みを引き続き行っておりますが、景気の低

迷による市場動向の不透明感や為替の変動による損益への影響等、不安定な要素が多く、合理的に業績を予想する

ことが困難であることから、通期業績予想につきましては現在算定中であり、今後明確になり次第速やかに開示を

いたします。   

   

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算）  

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

    

（２）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。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,144,626 6,117,825

受取手形及び売掛金 4,347,084 3,220,841

商品及び製品 2,595,863 2,446,885

仕掛品 256,201 186,374

原材料及び貯蔵品 1,722,715 1,585,948

繰延税金資産 327,094 228,514

その他 563,308 592,901

貸倒引当金 △93,865 △77,630

流動資産合計 15,863,030 14,301,660

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,256,287 3,126,554

機械装置及び運搬具（純額） 97,864 73,116

工具、器具及び備品（純額） 158,818 135,723

土地 5,055,439 5,045,116

リース資産（純額） 58,498 64,095

有形固定資産合計 8,626,907 8,444,605

無形固定資産   

その他 160,191 152,006

無形固定資産合計 160,191 152,006

投資その他の資産   

投資有価証券 1,815,815 1,713,785

差入保証金 88,113 79,854

繰延税金資産 466,326 483,563

その他 24,286 23,612

貸倒引当金 △16,521 △16,301

投資その他の資産合計 2,378,021 2,284,514

固定資産合計 11,165,120 10,881,126

資産合計 27,028,150 25,182,787



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,960,766 2,193,697

未払金 484,018 277,418

未払法人税等 186,780 89,188

賞与引当金 92,826 82,420

製品保証引当金 258,027 205,443

その他 888,708 876,212

流動負債合計 4,871,127 3,724,380

固定負債   

繰延税金負債 79,624 52,400

退職給付引当金 3,162,417 3,313,388

役員退職慰労引当金 33,565 37,132

その他 279,858 299,764

固定負債合計 3,555,465 3,702,685

負債合計 8,426,593 7,427,066

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,199,013 10,199,013

資本剰余金 4,181,952 4,181,922

利益剰余金 8,298,663 7,843,444

自己株式 △2,319,707 △2,320,713

株主資本合計 20,359,922 19,903,667

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 48,601 △47,335

為替換算調整勘定 △2,457,138 △2,755,651

その他の包括利益累計額合計 △2,408,537 △2,802,986

少数株主持分 650,172 655,040

純資産合計 18,601,557 17,755,720

負債純資産合計 27,028,150 25,182,787



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 10,579,311 8,690,572

売上原価 6,919,369 5,932,174

売上総利益 3,659,941 2,758,397

販売費及び一般管理費 3,196,111 2,723,964

営業利益 463,829 34,433

営業外収益   

受取利息 15,721 3,192

受取配当金 9,053 7,411

投資有価証券売却益 1,511 9,131

持分法による投資利益 617,148 50,252

その他 5,563 12,756

営業外収益合計 648,998 82,745

営業外費用   

支払利息 5,734 3,001

為替差損 420,013 299,787

売上割引 3,413 2,066

その他 3,070 283

営業外費用合計 432,230 305,138

経常利益又は経常損失（△） 680,597 △187,959

特別利益   

固定資産売却益 187 646

投資有価証券売却益 508 3,110

補助金収入 － 51,699

特別利益合計 696 55,456

特別損失   

固定資産売却損 － 238

固定資産廃棄損 450 889

投資有価証券売却損 － 285

投資有価証券評価損 938 3,167

たな卸資産評価損 113,720 －

特別退職金 756,579 －

その他 31,751 －

特別損失合計 903,440 4,581

税金等調整前四半期純損失（△） △222,145 △137,084

法人税、住民税及び事業税 43,586 49,226

法人税等調整額 22,020 105,008

法人税等合計 65,606 154,235

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △287,752 △291,319

少数株主利益 9,730 26,061

四半期純損失（△） △297,482 △317,380



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △287,752 △291,319

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △43,876 △98,585

為替換算調整勘定 △503,829 △294,362

持分法適用会社に対する持分相当額 △12,515 △7,740

その他の包括利益合計 △560,221 △400,687

四半期包括利益 △847,973 △692,007

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △856,094 △711,830

少数株主に係る四半期包括利益 8,120 19,822



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

（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
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