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（百万円未満切捨て） 

上場会社名 株式会社 イトーキ 上場取引所 東 大 コード番号 7972 URL http://www.itoki.jp/代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 金子 清孝問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員 管理本部長 （氏名） 橋本 清美 TEL 06-6935-2200定時株主総会開催予定日 平成21年3月27日 配当支払開始予定日 平成21年3月30日有価証券報告書提出予定日 平成21年3月27日1.  20年12月期の連結業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 
 (2) 連結財政状態  (3) 連結キャッシュ・フローの状況   

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）売上高 営業利益 経常利益 当期純利益百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％20年12月期 106,246 △10.3 1,945 △64.3 2,423 △58.7 798 △72.019年12月期 118,410 6.0 5,455 17.3 5,864 13.0 2,850 △10.71株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率円 銭 円 銭 ％ ％ ％20年12月期 15.75 ― 1.8 2.6 1.819年12月期 55.46 ― 6.2 6.2 4.6（参考） 持分法投資損益 20年12月期  4百万円 19年12月期  4百万円総資産 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20年12月期 90,763 45,488 49.0 876.9519年12月期 93,984 47,172 49.0 908.85（参考） 自己資本   20年12月期  44,470百万円 19年12月期  46,088百万円営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高百万円 百万円 百万円 百万円20年12月期 1,806 △1,191 1,973 12,21219年12月期 2,404 △4,943 △298 9,6332.  配当の状況 
 

1株当たり配当金 配当金総額（年間） 配当性向（連結） 純資産配当率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％19年12月期 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 608 21.6 1.320年12月期 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 507 63.5 1.121年12月期 （予想） 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 ――― 126.7 ―――3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） （％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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2四半期連結累計期間 52,000 △10.0 1,900 △42.2 1,950 △42.6 1,000 △40.1 19.72通期 100,000 △5.9 1,000 △48.6 1,100 △54.6 400 △49.9 7.89



4.  その他 (1) 期中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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） (注)詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。  (3) 発行済株式数（普通株式） （注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「1株当たり情報」 をご覧ください。  
新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）① 会計基準等の改正に伴う変更 無② ①以外の変更 無① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  52,143,948株 19年12月期  52,143,948株② 期末自己株式数 20年12月期  1,433,529株 19年12月期  1,433,678株（参考）個別業績の概要 1.  20年12月期の個別業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 (2) 個別財政状態   

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）売上高 営業利益 経常利益 当期純利益百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％20年12月期 97,041 △10.8 1,299 △70.3 1,787 △63.1 671 △71.719年12月期 108,837 5.6 4,379 10.1 4,849 7.5 2,372 △20.61株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益円 銭 円 銭20年12月期 13.24 ―19年12月期 46.16 ―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20年12月期 81,667 41,693 51.1 822.1919年12月期 83,392 43,419 52.1 856.23（参考） 自己資本 20年12月期  41,693百万円 19年12月期  43,419百万円2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） （％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想値と異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件その他に関する事項については、添付資料の4ページをご参照ください。  
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2四半期累計期間 48,000 △9.9 1,450 △47.6 1,550 △47.7 900 △39.0 17.75通期 91,000 △6.2 450 △65.4 650 △63.6 300 △55.3 5.92
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