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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） 

 

(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 ％

26年3月期第1四半期 15,693 37.3 1,131 ― 1,591 ― 1,004 ―

25年3月期第1四半期 11,431 8.9 3 ― △298 ― △242 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,974百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △1,467百万円 （―％）

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 47.14 ―

25年3月期第1四半期 △11.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 83,188 62,872 75.6
25年3月期 79,367 61,431 77.4

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  62,872百万円 25年3月期  61,431百万円

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

25年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

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） 
 

（％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 72,000 23.6 6,000 191.8 6,000 93.4 3,700 131.5 173.54



(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 

(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
四半期連結財務諸表に対する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 
 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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」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   ：  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 22,731,160 株 25年3月期 22,731,160 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,410,245 株 25年3月期 1,410,166 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 21,320,978 株 25年3月期1Q 21,321,051 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  8

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  8

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  8

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  8

４．補足事項 …………………………………………………………………………………………………………………  8

EIZO㈱（6737） 平成26年３月期　第１四半期決算短信

-1-



（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州においては債務危機再燃への懸念が後退するなか、企業の景

況感に持直しの兆しが見られました。日本経済においても、設備投資等に対して企業に慎重な姿勢が見られたもの

の、昨年秋からの株高・円安等により、企業の景況感や個人の消費マインドに改善の動きが見られました。 

 こうした中、当社グループは市場のニーズに対応した製品の開発を積極的に推進するとともに、生産や販売の体制

を強化してまいりました。 

 特に主要な市場である欧州においては、販売子会社であるEIZO Europe GmbHを中心に、市場動向の変化や多様化に

メーカーとして的確に対応し、販売の拡大・強化に努めてまいりました。  

  

 当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の売上高は、15,693百万円（前年同期比37.3％増）となりま

した。品目別の売上高は次のとおりであります。 

［コンピュータ用モニター］ 

 売上高は8,729百万円（前年同期比65.6％増）となりました。   

 前第１四半期連結累計期間では、欧州の主要な代理店であったAvnet社からEIZO Europe GmbHへの販売業務移管

に伴い、同社が営業を開始する昨年７月まで本格的な販売ができませんでした。また、Avnet社との販売代理店契

約の解消に伴う同社保有在庫の買戻しを売上の返品処理としたことにより売上高が減少しました。  

 しかしながら、当第１四半期連結累計期間においては、国内販売が堅調であったこと、また、海外販売において

も、EIZO Europe GmbHが当期間を通じて本格的な稼動を行えたことに加え、為替の円高是正も影響し、順調に推移

したことから売上高が増加しました。  

  

［アミューズメント用モニター］ 

 売上高は5,437百万円（前年同期比29.1％増）となりました。 

 アミューズメント用モニターは新機種の投入時期により各期の売上高が左右される特性があります。前年同期に

比べ新機種の販売が増加したことから、売上高が増加しました。  

  

 利益面につきましては、昨年７月より本格的に稼動したEIZO Europe GmbHに係る費用が増加したこと等により販売

費及び一般管理費が増加した一方で、増収により売上総利益が増加したため、営業利益は1,131百万円（前年同期は

３百万円の営業利益）となりました。また、円安の進行による為替差益を計上したこと等により、経常利益は1,591

百万円（同298百万円の経常損失）、四半期純利益は1,004百万円（同242百万円の四半期純損失）となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における資産及び負債の状況は、前連結会計年度末と比較し、資産の部は3,820百万

円増加し、83,188百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金や、たな卸資産が増加したことによりま

す。 

 負債の部は、主に買掛金の増加により2,379百万円増加し、20,315百万円となりました。 

 純資産の部は、四半期純利益の計上やその他有価証券評価差額金の増加等により1,441百万円増加し、62,872百万

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 

 連結業績予想につきましては、平成25年５月８日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の業績

予想に変更はありません。 

  

（連結業績予想） 

 通期           売上高      72,000百万円    （前期比   23.6％増） 

             営業利益      6,000百万円    （前期比  191.8％増） 

             経常利益      6,000百万円    （前期比   93.4％増） 

             当期純利益     3,700百万円    （前期比  131.5％増）   

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 

 該当事項はありません。 

   

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 8,138 8,013

受取手形及び売掛金 12,310 14,683

有価証券 8,000 6,000

商品及び製品 6,592 8,491

仕掛品 4,627 6,100

原材料及び貯蔵品 9,535 9,317

その他 2,917 2,491

貸倒引当金 △89 △87

流動資産合計 52,032 55,009

固定資産   

有形固定資産 8,062 8,125

無形固定資産   

のれん 856 862

その他 1,993 1,939

無形固定資産合計 2,850 2,802

投資その他の資産   

投資有価証券 15,044 16,184

その他 1,378 1,066

投資その他の資産合計 16,423 17,250

固定資産合計 27,335 28,179

資産合計 79,367 83,188

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,053 8,070

未払法人税等 434 313

賞与引当金 1,088 500

ソフトウェア受注損失引当金 57 76

製品保証引当金 1,495 1,481

その他 2,818 3,545

流動負債合計 11,947 13,988

固定負債   

退職給付引当金 2,159 2,203

役員退職慰労引当金 101 101

リサイクル費用引当金 1,228 1,199

その他 2,499 2,824

固定負債合計 5,988 6,327

負債合計 17,936 20,315
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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 4,425 4,425

資本剰余金 4,313 4,313

利益剰余金 49,671 50,143

自己株式 △2,661 △2,661

株主資本合計 55,750 56,221

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,363 7,003

繰延ヘッジ損益 8 －

為替換算調整勘定 △690 △353

その他の包括利益累計額合計 5,681 6,650

純資産合計 61,431 62,872

負債純資産合計 79,367 83,188
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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 11,431 15,693

売上原価 8,029 10,679

売上総利益 3,401 5,014

販売費及び一般管理費 3,398 3,882

営業利益 3 1,131

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 123 121

為替差益 － 342

その他 19 11

営業外収益合計 146 480

営業外費用   

売上割引 39 15

為替差損 408 －

その他 1 5

営業外費用合計 449 21

経常利益又は経常損失（△） △298 1,591

特別利益   

投資有価証券売却益 － 16

特別利益合計 － 16

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（△）

△298 1,607

法人税、住民税及び事業税 35 325

法人税等調整額 △91 277

法人税等合計 △55 602

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（△）

△242 1,004

四半期純利益又は四半期純損失（△） △242 1,004
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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（△）

△242 1,004

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △942 640

繰延ヘッジ損益 △0 △8

為替換算調整勘定 △281 337

その他の包括利益合計 △1,224 969

四半期包括利益 △1,467 1,974

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,467 1,974

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。 

   

 該当事項はありません。 

   

 当社グループは、映像機器及びその関連製品の開発・生産・販売が主であり、実質的に単一セグメントである 

ため、セグメント情報の記載を行っておりません。 

   

販売の状況 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（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）

（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）

４．補足事項

品目 

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） 

増減

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円）

コンピュータ用モニター  5,271  46.1  8,729  55.6  3,458

アミューズメント用モニター  4,211  36.8  5,437  34.7  1,226

その他  1,949  17.1  1,526  9.7  △423

合計 11,431 100.0 15,693  100.0 4,261
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