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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年12月期第2四半期 4,312 3.6 487 1.8 511 △1.7 323 6.1
24年12月期第2四半期 4,160 4.3 478 12.8 520 17.2 304 1.0

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 727百万円 （106.8％） 24年12月期第2四半期 351百万円 （0.8％）

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12月期第2四半期 47.88 ―
24年12月期第2四半期 45.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 9,894 8,508 85.9
24年12月期 9,281 7,875 84.8
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  8,508百万円 24年12月期  7,875百万円

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12月期 ― 13.00 ― 14.00 27.00
25年12月期 ― 14.00
25年12月期（予想） ― 14.00 28.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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 9,125 9.3 1,090 24.6 1,140 20.1 730 24.3 108.15



(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  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  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、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」をご覧ください。 

(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、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せん。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想は、慎重に策定しましたが、当社で現在入手可能な情報から得られたものを前提に策定しており、リスクや不確定要素が含まれておりま 
す。実際は、さまざまな要因の変化から、予想とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知置きください。 

※  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   ：  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12月期2Q 7,028,060 株 24年12月期 7,028,060 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 278,273 株 24年12月期 278,228 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 6,749,815 株 24年12月期2Q 6,749,842 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期の当社グループを取り巻く経営環境は、日本では昨年末から円安が進み、アベノミクスへの期待か

ら個人消費も持ち直しつつありますが、依然として企業の設備投資は低調であり、海外では新興国の経済の減速が

鮮明になるなど全体的には厳しい状況で推移しました。  

 このようななか、当グループは国内では新規ビジネスである木卓製品、アクティブBNC等の販売促進、海外では

アジア市場での販売強化をはかるとともに、海外生産・部品調達の推進によるコスト削減に努めてまいりました。

 その結果、売上高は4,312百万円（前年同期比3.6％増）、営業利益487百万円（前年同期比1.8％増）、経常利益

511百万円（前年同期比1.7％減）、四半期純利益323百万円（前年同期比6.1％増）となりました。 

 主なセグメント売上高、営業利益は次のとおりです。 

（日本） 

 日本市場は、前年同期に比して大型物件が減少したことから売上高は2,507百万円（前年同期比5.9％減）とな

り、セグメント利益（営業利益）も188百万円（前年同期比46.7％減）となりました。 

（米国） 

 米国市場は、放送市場・AV市場の需要の低迷がありましたが、円安の影響で円換算後の売上高は391百万円（前

年同期比8.5％増）、セグメント損失（営業損失）は21百万円と損失計上となりました。 

（韓国） 

 円安の影響で円換算後の売上高は512百万円（前年同期比23.1％増）、セグメント利益（営業利益）は86百万円

（前年同期比517.0％増）となりました。 

（中国） 

 当第２四半期は回復基調となったことから売上高480百万円（前年同期比39.9％増）、セグメント利益（営業利

益）は108百万円（前年同期比75.3％増）となりました。 

（シンガポール） 

 円安の影響で円換算後の売上高は279百万円（前年同期比20.7％増）、セグメント利益（営業利益）49百万円

（前年同期比16.4％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末における財政状態につきましては、円安傾向となったことを反映して外貨の現預金円換算額が増

加し、資産合計は9,894百万円となりました。負債合計につきましては、前期末に比して当第２四半期連結会計期

間末で仕入減少の影響により買掛金が減少し1,385百万円となりました。純資産合計につきましては、四半期純利

益計上による利益剰余金増加、保有株式の株価上昇に伴う評価差額金の増加、為替相場変動に伴う為替換算調整勘

定のプラス転換によって633百万円増の8,508百万円となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社単体では、企業設備投資の抑制による需要不振で下半期も厳しい状況が続くものと予想しておりますが、連

結では、円安のプラス効果により収益性の改善が進むと思われ、平成25年７月17日に業績予想の修正を行っており

ます。 

 詳細は平成25年７月17日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。    

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。   

     

（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 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１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。 

 これによる損益への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
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,236,723 4,844,331

受取手形及び売掛金 1,063,281 969,291

商品及び製品 1,201,181 1,313,177

仕掛品 47,151 26,925

原材料及び貯蔵品 205,168 223,930

その他 450,922 397,878

貸倒引当金 △3,655 △4,308

流動資産合計 7,200,773 7,771,225

固定資産   

有形固定資産   

土地 756,497 761,022

その他 2,237,913 2,301,709

減価償却累計額 △1,751,398 △1,808,653

有形固定資産合計 1,243,013 1,254,078

無形固定資産 5,036 4,693

投資その他の資産 833,018 864,312

固定資産合計 2,081,068 2,123,084

資産合計 9,281,841 9,894,309

負債の部   

流動負債   

買掛金 520,615 440,799

未払法人税等 225,829 157,771

賞与引当金 62,447 78,154

役員賞与引当金 8,483 10,545

その他 308,821 323,356

流動負債合計 1,126,197 1,010,627

固定負債   

製品保証引当金 9,808 10,385

退職給付引当金 4,069 4,964

役員退職慰労引当金 78,981 81,308

その他 187,305 278,169

固定負債合計 280,165 374,828

負債合計 1,406,363 1,385,455
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,047,542 1,047,542

資本剰余金 1,175,210 1,175,210

利益剰余金 6,523,955 6,752,634

自己株式 △335,055 △335,121

株主資本合計 8,411,653 8,640,266

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31,379 137,801

繰延ヘッジ損益 △10,429 15

土地再評価差額金 △371,051 △371,051

為替換算調整勘定 △186,073 101,822

その他の包括利益累計額合計 △536,175 △131,412

純資産合計 7,875,477 8,508,854

負債純資産合計 9,281,841 9,894,309
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,160,739 4,312,984

売上原価 2,616,737 2,666,921

売上総利益 1,544,001 1,646,063

販売費及び一般管理費 1,065,433 1,158,676

営業利益 478,568 487,386

営業外収益   

受取利息 12,106 13,745

受取配当金 3,682 5,739

為替差益 7,843 787

不動産賃貸料 3,000 3,611

投資事業組合運用益 14,040 5,325

その他 5,732 1,304

営業外収益合計 46,406 30,513

営業外費用   

不動産賃貸原価 1,880 1,675

投資事業組合運用損 1,414 4,391

固定資産売却損 3 11

固定資産除却損 23 85

その他 1,343 370

営業外費用合計 4,665 6,534

経常利益 520,309 511,365

特別利益   

投資有価証券売却益 － 21,360

特別利益合計 － 21,360

特別損失   

減損損失 11,178 316

特別損失合計 11,178 316

税金等調整前四半期純利益 509,131 532,409

法人税、住民税及び事業税 172,179 155,014

法人税等調整額 32,495 54,218

法人税等合計 204,674 209,233

少数株主損益調整前四半期純利益 304,456 323,176

四半期純利益 304,456 323,176
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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 304,456 323,176

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 8,705 106,422

繰延ヘッジ損益 △1,139 10,445

為替換算調整勘定 39,930 287,895

その他の包括利益合計 47,497 404,763

四半期包括利益 351,953 727,940

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 351,953 727,940

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。   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年１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：千円） 

  

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） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

当第２四半期連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識はありません。  

 なお、当第１四半期連結会計期間において、「日本」セグメントで、当社の名古屋本社に隣接する遊休の

土地について地価が下落したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。当該減損損失の計上額

は、当第２四半期連結累計期間においては 千円であります。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
報告セグメント 

日本 米国 韓国 中国 台湾

売上高           

外部顧客への売上高 2,665,037 360,555 416,036  343,544 72,808

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1,073,563 － －  350,445 －

  計 3,738,601 360,555 416,036  693,990 72,808

セグメント利益又は損失(△) 
(営業利益又は営業損失(△)) 

354,270 16,368 14,049  62,136 11,812

  
報告セグメント 

合計 
シンガポール 欧州 

売上高       

外部顧客への売上高 231,694 71,061 4,160,739

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － 1,424,009

  計 231,694 71,061 5,584,749

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益又は営業損失(△)) 

42,930 △5,471 496,096

利益 金額  

報告セグメント合計   496,096

セグメント間取引消去   3,896

棚卸資産の調整額   △26,863

その他の調整額   5,439

四半期連結損益計算書の営業利益  478,568

11,178
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年１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：千円） 

  

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） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

当第２四半期連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識はありません。  

 なお、当第１四半期連結会計期間において、「日本」セグメントで、当社の名古屋本社に隣接する遊休の

土地について地価が下落したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。当該減損損失の計上額

は、当第２四半期連結累計期間においては 千円であります。 

    

  該当事項はありません。 

   

  
報告セグメント 

日本 米国 韓国 中国 台湾

売上高           

外部顧客への売上高 2,507,219 391,346 512,315  480,742 86,642

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1,048,149 917 －  473,019 －

  計 3,555,369 392,264 512,315  953,761 86,642

セグメント利益又は損失(△) 
(営業利益又は営業損失(△)) 

188,694 △21,222 86,683  108,982 22,420

  
報告セグメント 

合計 
シンガポール 欧州 

売上高       

外部顧客への売上高 279,769 54,947 4,312,984

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － 1,522,085

  計 279,769 54,947 5,835,070

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益又は営業損失(△)) 

49,990 426 435,975

利益 金額  

報告セグメント合計   435,975

セグメント間取引消去   42,406

棚卸資産の調整額   △1,162

その他の調整額   10,166

四半期連結損益計算書の営業利益  487,386

316

（５）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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海外売上高  

前第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日） 

（注）１．海外売上高は、顧客の所在地を基礎とし、地域によって分類しております。 

２．地域に関して、その内訳は次のとおりであります。 

米州……………米国、カナダ、中南米諸国 

アジア…………中国及び香港、韓国、台湾、シンガポール、インドネシア等 

欧州……………フランス、イギリス、イタリア等 

その他の地域…上記以外 

   

  

４．補足情報

  米州 アジア 欧州 その他の地域 計 

海外売上高（千円）  398,321  1,086,365  81,085  125,784  1,691,556

連結売上高（千円）  －  －  －  －  4,160,739

連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 9.6  26.1  1.9  3.0  40.7

  米州 アジア 欧州 その他の地域 計 

海外売上高（千円）  391,334  1,388,686  84,336  152,845  2,017,203

連結売上高（千円）  －  －  －  －  4,312,984

連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 9.1  32.2  2.0  3.5  46.8
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