
  

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 

  

  

（注）添付資料８ページ「セグメント情報等」に記載のとおり、平成25年3月期第1四半期の連結業績は、遡及修正後の

数値を記載しております。 

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 
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コード番号  6445 ＵＲＬ   http://www.janome.co.jp

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  眞壁 八郎

問合せ先責任者 （役職名）  経理部長 （氏名）  大島 毅之 ＴＥＬ   042-661-3071

四半期報告書提出予定日  平成25年８月９日 配当支払開始予定日  －

四半期決算補足説明資料作成の有無：  無      

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第１四半期  9,600  2.8  166  △64.9  △389  －  △581  －

25年３月期第１四半期  9,340  8.7  473  53.6  448  59.7  226  73.4

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 △309百万円（ ％） －   25年３月期第１四半期 △251百万円 （ ％） －

  
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 

26年３月期第１四半期  △3.01  －

25年３月期第１四半期  1.17  －

  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 

26年３月期第１四半期  50,581  16,038  30.7  80.31

25年３月期  50,183  16,373  31.6  81.91

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 15,525百万円   25年３月期 15,835百万円 

  
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 
25年３月期  － 0.00 － 0.00  0.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   0.00 － 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

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  20,000  4.7  1,100  13.4     450  80.0  50  －  0.26

通期  41,000  6.1  2,400  38.9  2,000  339.5  1,300  －  6.72

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

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） 26年３月期１Ｑ 195,214,448株 25年３月期 195,214,448株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 1,893,677株 25年３月期 1,893,667株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 193,320,779株 25年３月期１Ｑ 193,321,180株

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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注

意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情

報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間の世界経済は、先進主要国では財政緊縮の影響から景気回復が遅れ、

中国、インド、ブラジルなど新興国経済もその影響を受けて、輸出減や設備投資の伸び悩みなどか

ら成長が鈍化しました。わが国経済においては、アベノミクスによる株価回復や円高の是正により

民間需要に一部底打ちの兆しが見え始めたものの、世界経済の回復遅れの影響もあり、景気は緩や

かな上昇にとどまりました。 

 ミシン業界では低価格化競争の激化を受け原価率が高止まりしている状況下、当社グループは意

思決定の迅速化を図り、喫緊の課題であるコストダウンを実現させるべくジャノメ台湾(株)に海外

ミシン生産の管理機能を移管いたしました。今後は収益面での改善が期待できるものの、当第１四

半期においては営業外費用として事業再編損を計上したこともあり、総売上高は9,600百万円（前年

同四半期比2.8％増）、営業利益は166百万円（前年同四半期比64.9％減）、経常損失は389百万円

（前年同四半期は448百万円の経常利益）、四半期純損失は581百万円（前年同四半期は226百万円の

四半期純利益）となりました。 

   

 セグメント別の概要は、次のとおりであります。 

  

 家庭用機器事業においては、国内外の市場におけるシェア拡大へ注力したものの競争激化の影響

を受け、当第１四半期の家庭用ミシンの売上台数は約46万台（前年同四半期比約２万台減）となり

ました。売上高は円安の影響もあり7,883百万円（前年同四半期比7.4％増）となりましたが、円安

に伴う海外子会社での原価・販管費の増加から営業利益は75百万円（前年同四半期比72.6％減）と

なりました。 

  

 産業機器事業におきましては、国内市場及び中国や東南アジアの新興国市場に重点をおき、携帯

電話等の情報端末機器や自動車部品などの製造関連企業を中心に積極的な販売活動を展開しており

ますが、新興国市場の景気減速に伴う設備投資の減少等から、卓上ロボット・エレクトロプレスの

販売は前年同期を下回り、売上高は1,069百万円（前年同四半期比21.1％減）、営業利益は77百万円

（前年同四半期比65.5％減）となりました。 

 ITソフト開発を含むその他事業の売上高は、647百万円（前年同四半期比0.6％増）となり、営業

利益は８百万円（前年同四半期は29百万円の損失）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期末の総資産は50,581百万円（前連結会計年度末比397百万円増）となりました。 

 資産の部では、流動資産が受取手形及び売掛金、商品及び製品の増加等により20,607百万円（前

連結会計年度末比436百万円増）となりました。固定資産は減価償却による減少等により29,973百万

円（前連結会計年度末比38百万円減）となりました。 

 負債の部は、流動負債が支払手形及び買掛金、事業再編引当金の増加等により16,992百万円（前

連結会計年度末比1,004百万円増）となり、固定負債は長期借入金の減少等により17,549百万円（前

連結会計年度末比272百万円減）となりました。 

 純資産の部は、利益剰余金の減少等により16,038百万円（前連結会計年度末比334百万円減）とな

りました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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［キャッシュ・フローの状況］ 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から323百万円減少

し、4,462百万円（前年同四半期比1,278百万円減）となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失391百万円、たな卸資産の増加

389百万円、仕入債務の増加474百万円などによる資金の増減があり、46百万円の資金の増加となり

ました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出57百万円などにより、79百

万円の資金の減少となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出213百万円などにより、383

百万円の資金の減少となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第１四半期累計期間における業績の動向を踏まえ、平成25年5月10日に公表いたしました平成26

年3月期第２四半期累計期間の連結業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日公表の

「営業外費用の計上ならびに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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２．四半期連結財務諸表 
（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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,580 5,230

受取手形及び売掛金 6,183 6,432

商品及び製品 4,602 4,898

仕掛品 501 636

原材料及び貯蔵品 2,598 2,551

その他 849 1,019

貸倒引当金 △146 △161

流動資産合計 20,170 20,607

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,216 6,185

土地 15,878 15,888

その他（純額） 2,588 2,563

有形固定資産合計 24,683 24,637

無形固定資産   

のれん 505 469

その他 1,376 1,442

無形固定資産合計 1,882 1,912

投資その他の資産 3,446 3,423

固定資産合計 30,012 29,973

資産合計 50,183 50,581

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,861 3,287

短期借入金 10,243 10,157

未払法人税等 272 162

賞与引当金 417 193

事業再編引当金 92 365

その他 2,100 2,827

流動負債合計 15,987 16,992

固定負債   

長期借入金 8,119 7,906

再評価に係る繰延税金負債 4,420 4,420

退職給付引当金 4,572 4,537

その他 711 685

固定負債合計 17,822 17,549

負債合計 33,810 34,542
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,372 11,372

資本剰余金 823 823

利益剰余金 △1,846 △2,427

自己株式 △324 △324

株主資本合計 10,024 9,443

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 131 214

繰延ヘッジ損益 △7 △7

土地再評価差額金 6,572 6,572

為替換算調整勘定 △885 △697

その他の包括利益累計額合計 5,810 6,081

少数株主持分 537 513

純資産合計 16,373 16,038

負債純資産合計 50,183 50,581
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 9,340 9,600

売上原価 5,533 5,911

売上総利益 3,806 3,689

販売費及び一般管理費 3,332 3,523

営業利益 473 166

営業外収益   

受取利息 5 5

受取配当金 14 19

為替差益 115 －

その他 38 24

営業外収益合計 173 49

営業外費用   

支払利息 94 88

為替差損 － 48

事業再編損 90 450

その他 13 17

営業外費用合計 198 605

経常利益又は経常損失（△） 448 △389

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 4

特別利益合計 0 4

特別損失   

固定資産除売却損 3 6

投資有価証券評価損 10 －

特別損失合計 14 6

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（△）

434 △391

法人税、住民税及び事業税 150 131

法人税等調整額 50 53

法人税等合計 200 185

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（△）

234 △576

少数株主利益 7 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） 226 △581
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６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（△）

234 △576

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 10 82

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △495 183

その他の包括利益合計 △485 266

四半期包括利益 △251 △309

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △226 △310

少数株主に係る四半期包括利益 △24 0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６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（△）

434 △391

減価償却費 236 267

のれん償却額 41 36

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32 △62

受取利息及び受取配当金 △20 △24

支払利息 94 88

売上債権の増減額（△は増加） 199 △174

たな卸資産の増減額（△は増加） △570 △389

仕入債務の増減額（△は減少） △22 474

その他 166 473

小計 588 306

利息及び配当金の受取額 22 27

利息の支払額 △57 △43

法人税等の支払額 △182 △243

営業活動によるキャッシュ・フロー 371 46

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1 △101

定期預金の払戻による収入 100 100

有形固定資産の取得による支出 △194 △57

無形固定資産の取得による支出 △14 △10

その他 △20 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △130 △79

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 65 △133

長期借入金の返済による支出 △287 △213

その他 △31 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △254 △383

現金及び現金同等物に係る換算差額 △130 93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △144 △323

現金及び現金同等物の期首残高 5,885 4,785

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,740 4,462
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６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：百万円） 

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＩＴ

ソフトウェア・情報処理サービス、不動産賃貸等を含んでおります。 

     ２．連結会社間の棚卸資産の売買に係る未実現損益は、従来、購入先における外貨建  

資産残高に売却元の利益率を乗じた外貨額を決算時の為替相場により円貨に換算して

おりましたが、前第３四半期連結会計期間より、購入先での資産保有期間に基づいて

計算した平均相場により円貨に換算する方法に変更し、遡及適用しております。 

   

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） 

  

    

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

   報告セグメント   その他 
合計 

  家庭用機器 産業機器 計  (注)  

売上高         

外部顧客への売上高  7,341  1,355 8,697  643  9,340

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 10  175 186  258  445

計  7,351  1,531 8,883  902  9,785

セグメント利益又は損失(△)  274  225 499  △29  470

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  499

「その他」の区分の損失(△)  △29

セグメント間取引消去  3

四半期連結損益計算書の営業利益  473
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６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：百万円） 

 （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＩＴソフ

トウェア・情報処理サービス、不動産賃貸等を含んでおります。 

  

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） 

  

   報告セグメント   その他 
合計 

  家庭用機器 産業機器 計  (注)  

売上高         

外部顧客への売上高  7,883  1,069 8,953  647  9,600

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 9  239 248  216  465

計  7,892  1,309 9,202  863  10,065

セグメント利益  75  77 152  8  161

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  152

「その他」の区分の利益  8

セグメント間取引消去  4

四半期連結損益計算書の営業利益  166
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（１）所在地別セグメント情報 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

 （注） 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法……地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域 

① 北米……………米国、カナダ 

② 東南アジア……台湾、タイ 

③ その他の地域…イギリス、オランダ、スイス、オーストラリア、ニュージーランド、

チリ  

  

３．補足情報

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円)

東南アジ
ア 

(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 6,761  1,127  181  1,271  9,340  －  9,340

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,728  －  3,913  10  5,651 ( )5,651 －

計  8,489  1,127  4,094  1,281  14,991 ( )5,651  9,340

営業利益  212  63  105  109  490 ( )17  473

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円)

東南アジ
ア 

(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 6,559  1,309  188  1,542  9,600  －  9,600

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,684  －  4,544  7  6,236 ( )6,236 －

計  8,244  1,309  4,732  1,549  15,836 ( )6,236  9,600

営業利益又は営業損失(△)  △27  70  16  93  153  12  166
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（２）海外売上高 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 ２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法……地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域 

① 北米……………米国、カナダ 

② 欧州……………イギリス、オランダ、ドイツ、スイス、ロシア 

③ その他の地域…東南アジア、豪州、中東、アフリカ、中南米 

  

  北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,165  2,290  2,360  5,816

Ⅱ 連結売上高（百万円）        9,340

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 12.5  24.5  25.3  62.3

  北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,355  2,831  2,246  6,434

Ⅱ 連結売上高（百万円）        9,600

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 14.1  29.5  23.4  67.0
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