
 

 

 
平成平成平成平成23232323 年年年年12121212 月期月期月期月期    第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期決算短信決算短信決算短信決算短信〔〔〔〔日本基準日本基準日本基準日本基準〕（〕（〕（〕（連結連結連結連結）））） 平成23年８月８日  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) 松井 正 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) 細田 久雄 (TEL)03-5543-1701 四半期報告書提出予定日 平成23年８月11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 ： 有（証券アナリスト向け） （百万円未満切捨て） １．平成23年 12月期第２四半期の連結業績（平成23年 1月 1日～平成 23年６月30日） （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 ％ 23年 12月期第２四半期 45,067 2.5 1,494 108.7 1,839 78.1 724 394.8 22年 12月期第２四半期 43,981 △0.5 716 ― 1,033 ― 146 ―   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 23年 12月期第２四半期 14.58 ― 22年 12月期第２四半期 2.89 ―  （２）連結財政状態  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 23年 12月期第２四半期 81,331 36,346 43.7 714.84 22年 12月期 77,551 36,017 45.4 707.70 (参考)自己資本 23年 12月期第２四半期 35,530百万円 22年 12月期 35,176百万円  ２．配当の状況 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  22年 12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00  23年 12月期 ― 0.00     23年 12月期(予想)   ― 5.00 5.00  (注)当四半期における配当予想の修正有無 ： 無  ３．平成23年 12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年 12月 31日） （％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 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 92,000 10.5 400 ― 660 23.7 200 7.4 4 02 (注)当四半期における業績予想の修正有無 ： 無  



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.３｢その他の情報」をご覧ください。）  （１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無  新規  ― 社 （社名 ） 、除外 ― 社 （社名 ） （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）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無 （注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。  （３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ② ①以外の変更 ： 無 （注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。  （４）発行済株式数（普通株式） ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期２Ｑ 52,143,948株 22年12月期 52,143,948株 ② 期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 2,440,185 株 22年12月期 2,438,995 株 ③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期２Ｑ 49,704,497株 22年12月期２Ｑ 50,706,075株   ※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って予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提、その他関連する事項につきましては、添付資料の３ページをご参照ください。  
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  当第２四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、当初持ち直しつつあったところに発生した平成23年３月11日の東日本大震災による甚大な損害と消費の低迷により、回復の中断を余儀なくされました。その後も厳しい状況が続く中、最近になり徐々に上向きの動きも見られつつあります。  当業界においても、企業の設備投資意欲がゆるやかな回復基調にあった中で、例年であれば最大需要期である３月に震災が発生し、生産・物流に支障を来たしました。  このような経営環境のもと、当社グループは、徹底した「顧客第一主義」に基づき、新製品開発とオンリーワン製品の重点販売、ソリューション型営業の推進に加え、震災後は復旧・復興ニーズを最優先し迅速に対応いたしました。同時に、抜本的なコスト削減と体質改革に鋭意取り組みました。  当社グループの震災による直接の影響については、一部在庫商品に損害が発生しました。また、お客様への納品・工事等のサービスの遅延が発生し、３月の業績は前年を大きく下回りました。しかし４月以降は回復に向かい、当連結累計期間の売上高は450億67百万円（前年同期比2.5%増）、営業利益は14億94百万円（前年同期比108.7%増）、経常利益は18億39百万円（前年同期比78.1%増）の増収増益となりました。特別損失に震災関連費用や資産除去債務費用等を計上したことにより、四半期純利益は７億24百万円（前年同期比394.8％増加）となりました。  セグメント別の状況は、次のとおりです。  なお、第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。また、各セグメントの前年同期比については、前年同期の実績を新セグメントに組み替えて算出しております。 [オフィス関連事業]  この事業については、首都圏や主要都市における新築、移転、リニューアル需要に対して、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商品の提供に加え、セキュリティに関するコンサルティングを強化しました。２月にショールームで開催しご好評をいただいた展示会「ＩＰ１２１」では、最新技術を駆使したクリエイティブ・オフィスやエコ・オフィスを具体的に体感いただけるソリューション提案を展開し、需要喚起に努めました。また、震災後の顧客ニーズへの対応として、耐震・免震ビルへの移転需要の取込みにも注力しました。  業績は、売上高262億８百万円（前年同期比3.1％増）、営業利益16億36百万円（前年同期比37.4%増）となりました。  [設備機器関連事業]  この事業については、オフィス関連事業との連携で、建材、物流設備、セキュリティ設備におけるソリューション型営業の展開に注力しました。また、研究設備、商業施設設備等においては、差別化製品の開発や他社との協業による商品・サービスの機能拡張に努めました。特に、研究設備分野では、資本・業務提携を行った株式会社ダルトンとの協働により、両社の強みを発揮した営業活動を展開し販売拡大に注力しました。  業績は、売上高168億78百万円（前年同期比3.4%増）、営業損失76百万円（前年同期は５億28百万円の損失）となりました。  [その他]  その他の事業については、学習家具分野において、消費電力が少ないフルＬＥＤ照明を搭載した学習デスクを投入し、ご好評をいただきました。しかし少子化による需要減や震災の影響もあり、厳しい収益環境で推移しました。  業績は、売上高19億80百万円（前年同期比11.6%減）、営業損失66百万円（前年同期は54百万円の利益）となりました。   （２）連結財政状態に関する定性的情報 ① 資産、負債及び純資産の状況   当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて37億79百万円増加し813億31百万円となりました。これは主に、建物及び構築物が３億73百万円減少しましたが、現金及び預金が33億４百万円、受取手形及び売掛金が７億20百万円それぞれ増加したことによるものです。  負債合計は、前連結会計年度末に比べて34億49百万円増加し449億84百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が30億39百万円、短期借入金が８億41百万円それぞれ増加したことによるものです。   純資産は、前連結会計年度末に比べて３億29百万円増加し363億46万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が１億28百万円、少数株主持分が24百万円それぞれ減少しましたが、利益剰余金が４億76百万円増加したことによるものです。また、自己資本比率は43.7％となり、前連結会計年度末に比べて1.7ポイント低下しております。  
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  ② 連結キャッシュ・フローの状況  当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ、32億30百万円の資金の増加があり140億19百万円となりました。  当第２四半期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50億28百万円（前年同期は13億69百万円の増加）となりました。この主なものは、売上債権の増加などがありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上及び仕入債務の増加、減価償却費の計上によるものです。 （投資活動によるキャッシュ・フロー）  投資活動による資金の減少は15億27百万円（前年同期は５億38百万円の増加）となりました。この主なものは、有形固定資産の取得による支出、関係会社株式の取得による支出、投資有価証券の取得による支出等によるものです。   （財務活動によるキャッシュ・フロー）  財務活動による資金の減少は２億75百万円（前年同期は９億54百万円の増加）となりました。この主なものは、短期借入金の増加等がありましたが、長期借入金の返済による支出、配当金の支払等によるものです。   （３）連結業績予想に関する定性的情報  平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、当面のわが国経済の見通しは見極めが難しい状況にあります。現段階では、平成23年12月期の当社グループ連結業績に与える影響の算定は困難であるため、業績予想に変更はございません。今後、見直しが必要と判断した場合には、速やかに業績予想の変更を開示いたします。      （１）重要な子会社の異動の概要  該当事項はありません。    （２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要  重要な該当事項はありません。    （３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ① 資産除去債務に関する会計基準の適用  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。  これにより、営業利益及び経常利益がそれぞれ３百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が204百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は115百万円です。  ② 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用    第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用しております。  なお、これによる損益に与える影響はありません。     

２．その他の情報

㈱イトーキ(7972)平成23年12月期　第２四半期決算短信

3



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）当第２四半期連結会計期間末 (平成23年６月30日) 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日) 資産の部   流動資産   現金及び預金 14,245 10,940 受取手形及び売掛金 21,404 20,684 有価証券 271 174 商品及び製品 1,387 2,759 仕掛品 2,553 1,133 原材料及び貯蔵品 1,045 927 その他 1,082 1,090 貸倒引当金 △169 △179 流動資産合計 41,821 37,531 固定資産   有形固定資産   建物及び構築物（純額） 13,408 13,782 土地 7,659 7,676 その他（純額） 4,455 4,850 有形固定資産合計 25,524 26,309 無形固定資産   のれん 22 28 その他 797 775 無形固定資産合計 819 803 投資その他の資産   投資有価証券 7,417 7,141 その他 7,116 7,147 貸倒引当金 △968 △981 投資損失引当金 △400 △400 投資その他の資産合計 13,166 12,907 固定資産合計 39,510 40,020 資産合計 81,331 77,551 負債の部   流動負債   支払手形及び買掛金 18,806 15,767 短期借入金 8,690 7,849 未払法人税等 302 138 賞与引当金 118 449 受注損失引当金 110 62 違約金損失引当金 127 127 その他 4,203 3,814 流動負債合計 32,360 28,208 
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（単位：百万円）当第２四半期連結会計期間末 (平成23年６月30日) 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日) 固定負債   長期借入金 3,316 4,064 退職給付引当金 4,903 4,890 役員退職慰労引当金 51 69 製品自主回収関連損失引当金 266 286 負ののれん 16 20 その他 4,069 3,993 固定負債合計 12,623 13,325 負債合計 44,984 41,534 純資産の部   株主資本   資本金 5,277 5,277 資本剰余金 13,020 13,021 利益剰余金 18,412 17,936 自己株式 △1,177 △1,177 株主資本合計 35,533 35,057 評価・換算差額等   その他有価証券評価差額金 121 250 為替換算調整勘定 △124 △131 評価・換算差額等合計 △3 118 少数株主持分 816 840 純資産合計 36,346 36,017 負債純資産合計 81,331 77,551 
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（２）四半期連結損益計算書 （第２四半期連結累計期間） （単位：百万円）前第２四半期連結累計期間 (自 平成22年１月１日  至 平成22年６月30日) 当第２四半期連結累計期間 (自 平成23年１月１日  至 平成23年６月30日) 売上高 43,981 45,067 売上原価 29,801 29,785 売上総利益 14,179 15,281 販売費及び一般管理費 13,463 13,787 営業利益 716 1,494 営業外収益   受取利息 44 37 受取配当金 68 65 負ののれん償却額 9 4 持分法による投資利益 － 114 受取賃貸料 136 133 受取保険金 72 44 その他 197 119 営業外収益合計 528 520 営業外費用   支払利息 90 81 持分法による投資損失 11 － 減価償却費 55 36 その他 53 56 営業外費用合計 211 174 経常利益 1,033 1,839 特別利益   固定資産売却益 15 － 貸倒引当金戻入額 － 21 投資有価証券売却益 48 － 製品自主回収関連損失引当金戻入額 114 9 その他 31 5 特別利益合計 209 35 特別損失   固定資産除却損 4 － 投資有価証券評価損 651 67 関係会社株式評価損 10 187 課徴金 128 － 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 201 災害による損失 － 290 その他 45 196 特別損失合計 839 943 税金等調整前四半期純利益 403 932 法人税、住民税及び事業税 245 259 法人税等調整額 △36 △35 法人税等合計 208 223 少数株主損益調整前四半期純利益 － 708 少数株主利益又は少数株主損失（△） 47 △16 四半期純利益 146 724 
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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２四半期連結累計期間 (自 平成22年１月１日  至 平成22年６月30日) 当第２四半期連結累計期間 (自 平成23年１月１日  至 平成23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 403 932 減価償却費 1,475 1,224 のれん償却額 △3 0 貸倒引当金の増減額（△は減少） △66 △23 賞与引当金の増減額（△は減少） 23 △330 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11 △23 受注損失引当金の増減額（△は減少） △111 47 退職給付引当金の増減額（△は減少） 66 13 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11 △18 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） △238 △20 リコール損失引当金の増減額（△は減少） △4 － 受取利息及び受取配当金 △112 △102 支払利息 90 81 持分法による投資損益（△は益） 11 △114 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △47 △1 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 661 254 固定資産売却損益（△は益） △15 0 売上債権の増減額（△は増加） △4,318 △719 たな卸資産の増減額（△は増加） 417 △164 仕入債務の増減額（△は減少） 2,664 3,037 その他 611 1,030 小計 1,482 5,104 利息及び配当金の受取額 113 102 利息の支払額 △83 △98 法人税等の支払額 △142 △79 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,369 5,028 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 △986 △164 定期預金の払戻による収入 1,450 90 有形固定資産の取得による支出 △440 △732 有形固定資産の売却による収入 20 96 投資有価証券の取得による支出 △241 △259 関係会社株式の取得による支出 △357 △535 投資有価証券の売却による収入 272 4 投資有価証券の償還による収入 797 100 短期貸付金の増減額（△は増加） △84 26 長期貸付けによる支出 － △90 長期貸付金の回収による収入 53 39 その他 54 △102 投資活動によるキャッシュ・フロー 538 △1,527 
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（単位：百万円）前第２四半期連結累計期間 (自 平成22年１月１日  至 平成22年６月30日) 当第２四半期連結累計期間 (自 平成23年１月１日  至 平成23年６月30日) 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） 178 820 長期借入れによる収入 1,400 － 長期借入金の返済による支出 △302 △732 配当金の支払額 △253 △248 少数株主への配当金の支払額 △5 △5 その他 △62 △110 財務活動によるキャッシュ・フロー 954 △275 現金及び現金同等物に係る換算差額 6 4 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,868 3,230 現金及び現金同等物の期首残高 8,087 10,788 現金及び現金同等物の四半期末残高 10,956 14,019 
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 該当事項はありません。     〔事業の種類別セグメント情報〕 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 市場及び販売方法等の類似性に基づいて４つのセグメントに区分しております。 ２．各事業区分の主な商品及び製品 ① オフィス関連事業……………事務用デスク及びチェア、収納家具、カウンター、パネル、金庫、       オフィス営繕、組立・施工等の物流サービス等 ② 設備機器関連事業……………建築間仕切、物流設備機器、商業設備機器、研究設備機器等 ③ 家庭用関連事業………………学習デスク及びチェア、書斎机、書棚、福祉・介護用品、    その他小物家具等 ④ 保守サービス関連事業………什器の修理、メンテナンス等   〔所在地別セグメント情報〕 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日）   本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。   〔海外売上高〕 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日）  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。   〔セグメント情報〕 １．報告セグメントの概要   当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。  当社グループは、製品・サービス別の製造販売体制のもと、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。  したがって、当社グループは製品の種類及び販売市場の類似性を考慮した製品・サービス別のセグメントから構成されており、「オフィス関連事業」及び「設備機器関連事業」の２つを報告セグメントとしております。  「オフィス関連事業」は、事務用デスク及びチェア、収納家具等の製造販売、オフィス営繕や組立・施工等のサービスを行っております。「設備機器関連事業」は、建築間仕切、物流設備機器、研究設備機器等の製造販売を行っております。    

（４）継続企業の前提に関する注記（５）セグメント情報  オフィス関連事業 （百万円） 設備機器関連事業 （百万円）  家庭用関連事業 （百万円）  保守サービス関連事業 （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  25,425    16,315  1,714  525  43,981       -  43,981(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  5  5       -  3  14  (14)       -計  25,431  16,321  1,714  528  43,995  (14)  43,981営業利益又は 営業損失(△)  1,190  △528  6  47  716  (0)  716

㈱イトーキ(7972)平成23年12月期　第２四半期決算短信

9



２．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  当第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日  至 平成23年６月30日）  

 （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、家庭用家具事業及び保守サービス事業等を含んでおります。  ２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  該当事項はありません。    （追加情報）  第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。      該当事項はありません。       当社は、平成23年７月25日開催の取締役会において、希望退職者の募集を実施することを決議いたしました。 １. 実施の理由  金融危機後の景気悪化を背景に、世の中における需給バランスが崩壊し、経済成長が大きく見込めない中、中長期的な収益基盤の再構築が急務であることから、希望退職の実施を決定いたしました。 ２. 募集の概要 ①対象者   満40歳以上、満59歳未満の正社員 ②募集人員  200名程度（平成23年７月1日現在の正社員1,840名） ③募集期間  平成23年８月29日～平成23年９月22日  ④退職日   平成23年10月31日 ⑤優遇措置  退職者に対しては、所定の退職手当に加えて、割増加算退職金を上乗せ支給する。更に希望者に対しては、再就職支援会社を通じた再就職支援を行う。   ３. 損益に与える影響   今回発生する特別加算金等については、特別損失として計上する予定ですが、当第２四半期決算短信開示日現在では募集期間が開始しておらず、現時点において損益に与える影響額を合理的に見積ることは困難です。      

  （単位：百万円）  報告セグメント その他 （注）１ 合計 調整額 四半期連結損益計算書計上額 （注）２  オフィス 関連事業 設備機器関連事業 計 売上高               外部顧客への売上高  26,208  16,878  43,087  1,980  45,067  －  45,067セグメント間の内部売上高又は振替高  4  10  15  3  18  △18  －計  26,213  16,889  43,102  1,983  45,086  △18  45,067セグメント利益又は損失（△)  1,636  △76  1,560  △66  1,494  －  1,494

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（７）重要な後発事象
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