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１．経 営 成 績 

（１）経営成績に関する分析 

① 業績全般の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題や原油・原材料価格の高騰

を背景に消費の低迷、輸出や設備投資の鈍化と景気の減速傾向が強まりました。また、当業界におき

ましては、首都圏の大型新築ビル供給が端境期であることもあり大型物件の減少により売上が伸び悩

みました。 

この様な状況のもと、当社は独創的な新製品の開発と市場投入、ソリューション提案型営業やトー

タル受注による新しい市場の創造と開拓に注力し、「イトーキブランド」の高揚に努めてまいりました。 

これらの活動により、セキュリティ設備機器、物流設備機器、研究設備機器の販売は堅調に拡大しま

したが、大型新築ビル供給減にともなう間仕切り製品需要の鈍化やオフィス家具の年度末需要の盛り

上りに欠くなど事業環境は厳しい状況で推移しました。 

これらの結果、売上高は前年同期比 8.8％減の 578 億 7 百万円となりました。一方、利益面につき

ましては、製造原価、物流費、販売費及び一般管理費などあらゆるコスト削減に取り組みましたが、

鋼板を始めとした原材料価格の高騰や販売競争の激化、売上高の計画未達等の影響を受け、経常利益

は前年同期比33.7％減の33億 94百万円となりました。 

中間純利益につきましても、特別利益に「投資有価証券売却益」として 4 億 36 百万円の計上があ

りましたが、特別損失に「製品自主回収関連損失引当金繰入額」として5億33百万円計上したことも

あり、前年同期比39.5％減の16億 70百万円となりました。 

② セグメント別の概況 

[オフィス関連事業] 

この事業につきましては、多様化するワークスタイルへの対応や地球環境に配慮した高機能・高品

質の新製品の開発、デザイン・機能性を追求したカスタマイズ製品を提供するとともに、ＩＣＴ

（Information and Communication Technology）やセキュリティに関するコンサルティング力を強化

した積極的なソリューション型営業活動を展開いたしました。 

平成 19 年度グッドデザイン賞金賞を受賞した高機能オフィスチェア「スピーナ」や業界初の女性

専用オフィスチェア「カシコ」の拡販、お客様ニーズに合わせたカスタマイズ化に優れたオフィスセ

キュリティ対策製品などの差別化できる新製品を投入し受注拡大に注力いたしました。 

しかしながら、大型新築ビル供給減や景気の先行きに対する警戒感からオフィス投資を手控える企

業が増加していることもあり売上高は減少いたしました。 

これらの結果、この事業部門の売上高は前年同期比 9.4％減の 336 億 2 百万円となりました。損益

面につきましては、あらゆるコスト削減に努めましたものの原材料価格の高騰や売上高の減少等によ

り、前年同期比37.7％減の23億 20百万円となりました。 

[設備機器関連事業] 

この事業につきましては、先進の認証技術を取り入れた貸金庫システムやデザインと機能性に優れ

た多彩なセキュリティ設備機器を駆使し、建物自体を含めた全体の環境面からトータルセキュリティ

を提案する営業活動を行ってまいりました。また、物流設備機器、研究設備機器部門は主力商品の重

点販売先を選定し、ソリューション営業により需要を掘り起こし売上を伸ばしました。一方で、建材

部門は前年同期の大型物件の反動から売上が減少しました。 

これらの結果、この事業部門の売上高は前年同期比 10.0％減の 211 億 56 百万円となりました。損

益面につきましては、原価、販売費及び一般管理費などあらゆるコストの削減により利益確保に努め

ましたが、減収により売上総利益額が減少したこともあり、営業利益は前年同期比32.7％減の9億8

百万円となりました。 
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[家庭用関連事業] 

この事業につきましては、主力の学習家具事業でデザイン面での独自性と機能面の完成度を高めた

高付加価値商品中心にラインアップを絞り込み、採算を重視した適正規模へ向けた事業展開を図り、

高価格帯商品の売上を伸ばしました。 

これらの結果、売上高は前年同期比12.1％増の25億 51百万円となりました。損益面につきまして

は、様々な業務合理化努力などを行った結果、前年同期1億96百万円の営業損失から3百万円の営業

利益となりました。 

[保守サービス関連事業] 

この事業につきましては、什器の修理や各種機器のメンテナンス等のサービスを行っております。

連結子会社の㈱イトーキテクニカルサービスが主体となり、当社グループの得意先を中心に積極的な

営業活動を展開しました。 

これらの結果、売上高は前年同期比5.8％減の4億 97百万円となりました。損益面では販売費及び

一般管理費の削減により利益確保に努めました結果、営業利益は前年同期比 14.7％増の 55 百万円と

なりました。 

③ 通期の見通し 

今後のわが国の経済は、原油及び原材料の高騰、さらに為替動向やサブプライムローンの問題など

不透明な要素が懸念され、設備投資は当面減少傾向に推移するものと予想されます。更に米国をはじ

めとした海外情勢の不透明感もあり、引き続き景気動向には十分注視していくことが必要だと思われ

ます。 

当業界におきましては、首都圏の大型新築ビル供給は端境期にありますが、「働きやすいオフィス

環境づくり」「セキュリティニーズの顕在化」や経済産業省の「クリエイティブオフィス推進運動」な

どがオフィスリニューアル需要を喚起し、オフィス需要は底堅いものがあると見込んでいます。しか

し、価格競争の激化や原油価格の高騰による素材関連価格の上昇、物流費の値上がり、鋼板価格の一

段高などの懸念材料も多く、先行きについては予断を許さない状況であります。 

 当社としましては、新製品の「ＬＡＮシート」をはじめ独創的な新製品を市場に投入し、オフィス

セキュリティ、ＩＣＴ（Information and Communication Technology）の構築を支援する多彩なソリ

ューション型営業活動により、需要の先取りやシェア維持・向上を目指します。また、構築を進めて

いるＮＩＰＳ（ニューイトーキ生産システム）の効果を早期に引き出し、徹底したムダの排除、リー

ドタイムの短縮、キャッシュ・フローの増大などによる利益確保を図ります。 

平成20年 12月期は、市場中心主義に立った製販統合による収益構造改革を結実させ、さらに将来

に向かって飛躍の準備を加速させる中期経営計画の平成22年収益体質目標「売上高経常利益率6％」

の目標を達成すべく注力してまいります。 

 なお、平成20年 12月期の通期連結業績見通しは以下の通りであります。 

 

 

 

 

（２）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

流動資産は、現金及び預金が11億 51百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が45億 19百万

円減少したことにより、前中間連結会計期間末に比べ26億 31百万円減少し478億 92百万円となりま

した。 

固定資産は、有形固定資産が 21 億 4 百万円増加しましたが、投資有価証券が 30 億 88 百万円減少

したことにより、前中間連結会計期間末に比べ11億10百万円減少し、471億25百万円となりました。 

これらの結果、当中間連結会計期間末における資産合計は前中間連結会計期間末に比べ37億 41百万

売 上 高 営 業 利 益 経常利益 当期純利益 

 112,800百万円 3,550 百万円 3,800 百万円  1,850百万円 
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円減少し、950億 18百万円となりました。 

（負債の部） 

流動負債は、短期借入金が 18 億 30 百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が 41 億円、未払

法人税等が 9 億 90 百万円それぞれ減少したことなどにより、前中間連結会計期間末に比べ 18 億 17

百万円減少し、384億 64百万円となりました。 

固定負債は、製品自主回収関連損失引当金が 7億 12 百万円増加しましたが、長期借入金が 3億 57

百万円、退職給付引当金が6億92百万円それぞれ減少したことにより、前中間連結会計期間末に比べ

6億67百万円減少し、89億 54百万円となりました。 

これらの結果、当中間連結会計期間末における負債合計は前中間連結会計期間末に比べ24億 85百

万円減少し、474億 19百万円となりました。 

（純資産の部） 

当中間連結会計期間末における純資産合計は、利益剰余金が11億 51百万円増加しましたが、自己

株式を6億87百万円取得したことおよび、その他有価証券評価差額金が17億 23百万円減少したこと

により、前中間連結会計期間末に比べ12億 56百万円減少し、475億 98百万円となりました。 

これらの結果、自己資本比率は48.9％となりました。 

② 連結キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比 37 億 79 百万円増の 

134億 12百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動による資金の増加は 54 億 16 百万円（前年同期は 34 億 7 百万円の増加）となりました。

増加の主な要因は、税金等調整前中間純利益及び売上債権の減少によるものであります。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

定期預金の払い戻しによる収入が 8 億 8 百万円ありましたが、有形固定資産取得による支出 22 億

54 百万円などにより、投資活動による資金の減少は 10億 11 百万円(前年同期は 27億 29 百万円の減

少）となりました。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

長期借入金の返済 1 億 97 百万円、配当金の支払額 6 億 8 百万円などにより、財務活動による資金

の減少は6億2百万円(前年同期は10億 65百万円の減少）となりました。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は以下の通りであります。 

 平成19年 

6月中間期 

平成20年 

6月中間期 

平成19年 

12月期 

自己資本比率（％） 48.4 48.9 49.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 52.2 27.8 38.2 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率(％) 1.1 0.8 3.6 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍） 43.5 67.3 14.7 

(注 1)各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

       自己資本比率                       ：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率        ：株式時価総額／総資産 

    キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

    （中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

    インタレスト･カバレッジ･レシオ   ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注 2)株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×自己株式控除後の中間期末（期末）発行済株

式数により算出しております。 
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(注 3)有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての

負債を対象としております。 

(注 4)営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ･フロー計算書に計上されている

「営業活動によるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

利益配分につきましては、経営の重点政策の一つとして認識し、会社の収益状況、内部留保の充実、

今後の事業展開等を総合的かつ長期的に勘案した上で、株主の皆様に継続的かつ安定的に配当するこ

ととし、期末配当として年１回を行うことを基本方針としております。 

なお、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会で

あります。 

今後の配分につきましては、更なる株主重視の経営を目指し、従来の安定配当に加えて連結業績を

考慮し、配当性向２０％以上を目処とした配当政策を実施してまいります。内部留保金につきまして

は、企業価値の増加を図るために、将来の成長に不可欠な研究開発や成長分野への戦略的な投資を中

心に効率的に活用してまいります。 

 なお、当期の年間配当金につきましては１株当たり１２円とさせていただく予定であります。 

 当社は、｢取締役会の決議により、毎年６月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。｣

旨を定款に定めております。 

（４）事業等のリスク 

当社グループの事業その他のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。 

 なお、下記記載のリスク項目は、当社グループの事業に関する全てのリスクを網羅したものではあ

りません。また本項における将来に関する事項は、平成20年度中間決算発表日現在において当社グル

ープが判断したものであります。 

① 市場環境の変化 

当社グループの売上高は、国内市場に大きく依存しており、国内の設備投資動向に大きな影響を受

けます。このことにより、国内景気の後退による民間設備投資及び公共投資の減少に伴い需要が減少

した場合は、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

② 市場競争 

当社グループは、先進のデザイン・機能性を備えた商品とトータルソリューション能力でお客様の

快適な環境づくりをサポートすることで高い評価をいただいておりますが、市場では激しい競争に直

面しており、特に価格面においては必ずしも競争優位に展開できる保証はなく、結果として当社グル

ープの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③ 新製品開発 

当社グループは、既存領域に捉われない独創的な新製品の開発と市場投入を行っています。しかし

ながら、市場から支持を獲得できる新製品または新技術を正確に予想できるとは限らず、またこれら

製品の販売が成功しない場合には、将来の成長と収益を低下させ、業績及び財政状況に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

④ 原材料の価格変動 

当社グループで生産している製品の主要原材料である鋼板の価格が、中国経済の拡大等の影響によ

り高騰しております。これによるコストアップを当社といたしましては製造原価の低減、諸経費の圧

縮等で対応していく考えでありますが、さらなる鋼板価格の上昇ならびに高騰の長期化が継続するこ

とがあれば、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 商品仕入価格の上昇 

当社グループは、販売する商品の一部をグループ外から仕入れておりますが、鋼材や原油価格等の
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原材料の価格上昇が長期化し、仕入先からの仕入価格上昇圧力が強まった場合には、当社グループの

業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 製造物責任 

当社グループは、社内で確立した厳しい品質基準をもとに製品を製造しておりますが、予期せぬ事

情によりリコールが発生する可能性や、当社グループが提供する、製品・サービスにおいて不測の事

象やクレームが発生する可能性があります。製造物責任賠償については保険に加入しておりますが、

損失額をすべて賄える保証はなく、結果として当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

またこのことにより、当社グループの製品に対する信頼性に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 災害等の発生 

製造設備等の施設について、災害等によって生産活動が停止しないよう災害防止活動、設備点検等

の対策を行っておりますが、予想を超える大規模な災害が発生した場合には、当社グループの業績及

び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 繰延税金資産 

当社グループでは繰延税金資産について、将来の課税所得を合理的に見積り回収可能性を判断して

計上しております。しかし、今後将来の課税所得の見積り等に大きな変動が生じた場合には繰延税金

資産の取崩が発生し、その結果当社グループの業績及び財政状況に悪影響を与える可能性があります。 

⑨ 公的規制に関するリスク 

当社グループは、事業の許認可、輸出入に関する制限や規制等の適用を受けております。また、公

正取引、消費者保護、知的財産、環境関連、租税等の法規制の適用も受けております。これらの規制

の改廃や新たな公的規制の新設等がなされた場合、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

⑩ 有価証券の時価変動リスク 

当社グループは、売買を目的とした有価証券は保有しておりませんが、様々な理由で、主要取引先、

取引金融機関の株式等の売却可能な有価証券を保有しております。これらの有価証券のうち、時価を

有するものについては、全て時価にて評価されており、市場における時価の変動が、当社グループの

業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑪ 情報システム 

当社グループは、コンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災害等偶然 

な事由によりネットワークの機能が停止した場合、商品の受発注不能に陥る可能性があります。 

また、外部からの不正な手段によりコンピュータ内へ侵入され、ホームページ上のコンテンツの改

ざん・重要データの不正入手、コンピュータウィルスの感染により重要なデータが消去される可能性

もあります。このような状況が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

⑫ 個人情報保護 

個人情報の管理に関しては、万全を期していますが、予期せぬ事態により流出する可能性がありま

す。このような事態が生じた場合は、当社グループのブランド価値低下を招くとともに、多額の費用

負担が発生する可能性があります。 

２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社２４社および関連会社３社で構成され、オフィス家具の製造・販売

を主な事業とし、また、設備機器として建築工事、内装インテリア工事、物流設備機器および商業設

備機器、家庭用家具ほかの販売・製造および、これらの各事業に関連する修理、メンテナンス等の事

業活動を行っております。 

当社グループの事業に係る位置づけ、および事業の種類別セグメントの関連は次のとおりでありま
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す。 

〔オフィス関連事業〕 

当社が得意先に直接、製造販売するほか、伊藤喜オールスチール㈱（連結子会社）、富士リビング

工業㈱（連結子会社）が製造し、㈱シマソービ（連結子会社）、三幸ファシリティーズ㈱（非連結子会

社）や全国の代理店等を通して販売しており、東南アジアへは ITOKI SYSTEMS(SINGAPORE)PTE.,LTD.

（非連結子会社）、中国へは伊藤喜商貿（上海）有限公司（非連結子会社）を通じて販売しております。 

また、オフィス営繕や工事･施工を行う㈱イトーキ大阪工務センター（連結子会社）、㈱イトーキ工

務センター（連結子会社）があります。 

〔設備機器関連事業〕 

当社が得意先に直接製造販売するほか、㈱イトーキ東光製作所（連結子会社）、㈱タイメック(連結

子会社)で製造されたものを仕入れ、当社が得意先に販売しております。また、㈱イトーキマーケット

スペース（連結子会社）は、主に店舗什器を製造する金盟（蘇州）商業設備有限公司（連結子会社）

より仕入れ得意先に販売しております。 

〔家庭用関連事業〕 

当社が得意先に直接販売するほか、㈱上田商事（連結子会社）や全国の代理店を通じて販売してお

ります。 

〔保守サービス関連事業〕 

メンテナンス等の保守サービス業務を行う㈱イトーキテクニカルサービス（連結子会社）がありま

す。 

上記の概要について、事業系統図を示すと次のとおりであります。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは「時代に先駆けた生活シーンを探求し、“人が主役の環境づくり”を通して、世界

の人々が感動する価値を提供し続けます」を基本理念として経営活動を営んでおります。 

この理念を具体化するために、「ユニバーサルデザインとエコデザイン」を一つに融合させた 

「Ｕｄ＆Ｅｃｏ Ｓｔｙｌｅ」（ユーデコスタイル）をコンセプトとして、すべての人が利用できる製

品や環境に配慮した製品の開発・提供を通して、お客様に喜んでいただくことにより顧客、株主、取

引先および社員の満足感を高め、かつ地球環境と地域社会に強い関心を払い、社会の一員としての責

任と貢献を果たす活動を継続してまいります。 

（２）目標とする経営指標 

当社は、事業の成長及び収益力の向上、並びに資産の効率的な運用の観点から、 

① 売上高経常利益率 

② 株主資本当期純利益率（ＲＯＥ） 

③ 総資産当期純利益率（ＲＯＡ） 

を、重要な経営指標としております。 

 当社の長期経営ビジョンである「顧客をはじめとするステークホルダーと感動を分かちあえる業界

のリーディングカンパニー」の実現に向けて、魅力ある商品とサービスを提供し続けること、並びに

継続的なコスト削減と生産性向上により、安定的かつ永続的な成長を目指しています。 

 ｢平成20～22年度中期経営計画｣では、売上高経常利益率6％、株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）8.4％、

総資産当期純利益率（ＲＯＡ）4.4％を 終年度の目標としております。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社は「イトーキブランド」のもとで、オフィス家具を中心に製造及び販売を別会社で行ってまい

りましたが、経営環境が大きく変化する昨今、激化する競争を勝ち抜き、持続的な成長をなしとげて

いくために、経営統合することで「イトーキブランド」の更なる強化と、強固な経営基盤の実現を目

指してまいりました。 

新生イトーキでは、製販統合による市場に直結した一貫経営の実現、効率経営の追求など、統合の

効果を早期に引き出す第一次構造改革を終え、統合効果を 大限に発揮するための第二次構造改革を

推し進めています。業務品質向上による経営品質をより一層高め、常に安定した高収益体質を構築し、

お客様を始めとするステークホルダーと感動を分かち合える業界のリーディングカンパニーを目指し、

株主の皆様のご期待にお応えしてまいる所存であります。 

《 中期経営計画 》 

平成22年 12月期を 終年度とする中期経営計画では、常に安定した高収益体質を実現すべく、主

力のオフィス関連事業の強化、建材事業等第二の柱となる事業の育成などの基本戦略に基づく、企業

経営インフラ再構築、成長戦略、機能戦略等の進むべき道筋を定めました。 

そして、これらを実現するために以下の重点課題に取組み、国内市場での確固たる地位を確立すると

ともに、海外市場拡大へと歩みだすための基盤整備を推し進めます。 

① オフィス構築のソリューション領域、空間領域、周辺事業への業容拡大 

② 建材事業の販売拡大 

③ 施設機器事業の強化・育成 

④ ＮＩＰＳ（ニューイトーキ生産システム）の導入によるコストダウン 

（４）会社の対処すべき課題 

拡大事業と再編事業を明確にし、拡大事業及びその可能性がある事業に対し積極的に経営資源を投

入する経営資源効率重視の経営をしてまいります。また、各事業が市場競争に打ち勝つため、技術力、
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営業力をはじめとしたイトーキグループの経営資源の融合と社外の経営資源の積極的活用により、新

技術、新市場を創造し、各事業の相乗効果を発揮し業界での地位を確立してまいります。 

具体的な内容は以下のとおりです。 

① 機能別本部制により事業毎に分散、重複していた業務や人材を集約するとともに、各機能の強化

を進め、全社的な方針の遂行をより確実にします。また、各本部間の連携と協力のもとお客様へ

のトータルなサービスの提供に注力します。  

② 社外との積極的な協業により、新分野、新市場を創造し売上拡大を図ります。 

③ 建材事業を第二の収益の柱に育成・拡大する事業と位置付け、需要地に近い千葉市に新工場を建

設し、商品力、コスト力の強い一環生産を目指します。 

④ 顧客の声を反映させた独自の高付加価値製品の開発と販売に注力し、イトーキブランドの向上を

図ります。 

⑤ 中国に設立した金盟（蘇州）商業設備有限公司と伊藤喜商貿(上海)有限公司を核とした海外生産・

調達・販売を拡大させ、海外市場への本格進出を視野に入れた活動を強化します。 

⑥ 「キャッシュ･フロー」を重視した経営を推進し、特に、設備投資効率の向上、在庫削減の徹底、

リードタイムの短縮を図ります。 

⑦ 原材料の価格上昇に対応できる企業体質の強化を図ります。 

⑧ 効率経営の追求と更なる業容拡大のための人材育成と教育に努めます。 

⑨ 公正で透明性のある企業活動に徹するためにコンプライアンス経営を実践します。 

 

 

 

 


































































