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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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3月期第1四半期 7,748 6.0 63 ― 29 ― △90 ―
24年3月期第1四半期 7,307 △3.3 △97 ― △53 ― △115 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 532百万円 （19.2％） 24年3月期第1四半期 446百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △5.08 ―
24年3月期第1四半期 △6.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 30,630 25,013 78.9
24年3月期 29,335 24,780 81.8
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  24,171百万円 24年3月期  23,991百万円

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3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 16,800 7.8 500 △1.9 450 △17.1 100 △49.4 5.62
通期 34,000 8.4 1,800 24.1 1,650 24.5 700 1.8 39.33

murase
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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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項」(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動をご覧ください。 

(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）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項」(2)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ますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表
に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、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。なお、業績予想に関する事項は、添付資料2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」
をご覧ください。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） Roland Digital Group (Thailand) Ltd. 、 除外 ―社 （社名）

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3月期1Q 17,800,000 株 24年3月期 17,800,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 393 株 24年3月期 393 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 17,799,607 株 24年3月期1Q 17,799,667 株
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 当第１四半期の世界経済は、日本では震災からの復旧、米国では活発な個人消費を背景に緩やかな回復が続いた一

方、欧州では債務問題の再燃を受けて、主に南欧地域で経済活動の停滞が顕著となりました。中国をはじめとしたア

ジアでは、経済成長のペースが欧州地域向けの輸出が伸び悩んだこと等で鈍化しました。また、外国為替相場につい

ては、円高傾向が続く厳しい状況となりました。 

  当社グループでは、リーマンショック後の先進国経済の減速や円高の進展、新興国の経済成長等の経営環境の変化

に対応すべく、グループ一体となり総合力を発揮することを目指す構造改革「Global ONE(グローバルワン)」に取り

組んでおります。新たな事業分野の確立や新興国市場の開拓を行うとともに、変化の激しい市場に敏感かつスピーデ

ィーに対応できるよう、グローバル販売体制と製品開発・生産体制を強化し、それらを直結するグループ構造へと改

革を進めております。 

  生産体制では、新興国市場の成長を取り込むべく、競争力強化に向けて当社初の海外生産拠点となるタイ工場の建

設を進めており、2012年10月の稼働開始を予定しております。販売体制では、欧州販売子会社のバックオフィス業務

の統合・効率化を図るためのシェアードサービス会社を設立し、本格稼働に向け準備を進めております。 

  こうした中、当第１四半期の地域別売上高は、日本や北米では前期に投入したプリンターの新製品を中心に好調な

販売となり、売上は前年同期を上回りました。欧州でも同様に、プリンターを中心に現地の販売は堅調に推移したも

のの、大幅な円高が影響し売上は前年同期を僅かに上回る程度に留まりました。一方、アジアでは中国が景気拡大の

鈍化や競争激化によりプリンターの売上が横ばいとなったことや韓国やインドの売上が伸び悩み、前年同期を下回り

ました。 

  品目別売上高では、プリンターは前期に投入した新製品の効果により好調に推移した一方、工作機器が僅かながら

前年同期を下回りました。 

  以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高で対前年同期比6.0％増の77億48百万円となりました。原価率は、生産

量が前年同期を上回ったことや原価低減の効果等により改善し、また、販売費及び一般管理費は前年同期と比べ販売

が増加したことで売上に対する比率が低下しました。この結果、営業利益は63百万円（前年同期は営業損失97百万

円）、経常利益は29百万円（前年同期は経常損失53百万円）となりました。一方、 終損益は、当社を中心に法人税

等が増加し、90百万円の四半期純損失(前年同期は四半期純損失1億15百万円)となりました。 

  

  

品目別売上高 

 
  

  当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ12億95百万円増加し、306億30百万円(前連結会計年度末比

104.4％)となりました。現金及び預金が12億56百万円増加、また、製品を中心にたな卸資産が4億53百万円増加いたし

ました。一方で、未収入金の減少により、その他流動資産が6億19百万円減少いたしました。 

  当第１四半期末の負債は、10億61百万円増加し、56億17百万円(前連結会計年度末比123.3％)となりました。支払手

形及び買掛金が9億96百万円増加、また、未払金等の増加に伴いその他流動負債が3億41百万円増加いたしました。一

方で、賞与引当金が支払による取り崩しにより2億90百万円減少いたしました。 

  当第１四半期末の純資産は、2億33百万円増加し、250億13百万円(前連結会計年度末比100.9％)となりました。利益

剰余金は、配当の支払や当第１四半期連結累計期間の業績等に伴い3億57百万円減少いたしました。一方で、前連結会

計年度末と比較し為替レートが円安となったこと等により為替換算調整勘定が5億38百万円の増加となりました。 

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1)連結経営成績に関する定性的情報

品目
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 増減額 

(百万円)

構成比増減 

(％)

前年同期比 

(％)金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

プリンター 2,921 40.0 3,354 43.3 433 3.3 114.8

プロッタ 289 4.0 302 3.9 12 △0.1 104.5

工作機器 556 7.6 542 7.0 △13 △0.6 97.6

サプライ 2,631 36.0 2,557 33.0 △73 △3.0 97.2

その他 908 12.4 990 12.8 81 0.4 109.0

合計 7,307 100.0 7,748 100.0 441 － 106.0

(2)連結財政状態に関する定性的情報
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 当期の第２四半期連結累計期間及び通期連結業績につきましては、平成24年5月8日に公表しました業績予想に、変

更はありません。 

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

  

  

 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動は、当第１四半期連結会計期間において重要性が増したRoland Digital

Group (Thailand) Ltd.を連結の範囲に含めたことが該当いたします。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

  当社は、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24年4月1日以後に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

  これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益はそれぞれ981千円増加しております。 

  

  

(3)連結業績予想に関する定性的情報

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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3月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年6月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,252,515 8,509,093

受取手形及び売掛金 3,686,598 3,868,352

商品及び製品 4,747,352 5,261,739

仕掛品 112,913 77,884

原材料及び貯蔵品 2,086,155 2,060,244

繰延税金資産 792,646 737,182

その他 1,379,548 760,243

貸倒引当金 △19,961 △22,440

流動資産合計 20,037,770 21,252,300

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,692,035 5,724,452

減価償却累計額 △2,755,113 △2,826,970

建物及び構築物（純額） 2,936,921 2,897,481

機械装置及び運搬具 656,998 696,383

減価償却累計額 △437,210 △459,875

機械装置及び運搬具（純額） 219,787 236,508

工具、器具及び備品 2,503,435 2,591,272

減価償却累計額 △2,102,435 △2,158,392

工具、器具及び備品（純額） 401,000 432,880

土地 2,780,337 3,047,535

建設仮勘定 37,884 180,048

有形固定資産合計 6,375,932 6,794,454

無形固定資産   

のれん 788,265 813,138

ソフトウエア 572,113 601,562

電話加入権 8,515 8,536

無形固定資産合計 1,368,894 1,423,237

投資その他の資産   

投資有価証券 526,090 98,694

繰延税金資産 194,817 223,567

長期預金 500,000 500,000

その他 360,065 376,448

貸倒引当金 △27,898 △37,735

投資その他の資産合計 1,553,074 1,160,975

固定資産合計 9,297,900 9,378,667

資産合計 29,335,671 30,630,968
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年3月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年6月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,424,011 2,420,431

未払法人税等 75,212 31,571

賞与引当金 540,879 250,520

役員賞与引当金 － 10,000

製品保証引当金 246,691 217,764

その他 1,556,811 1,898,647

流動負債合計 3,843,604 4,828,936

固定負債   

退職給付引当金 129,922 151,607

長期未払金 123,717 128,302

その他 457,972 508,355

固定負債合計 711,612 788,265

負債合計 4,555,217 5,617,201

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,668,700 3,668,700

資本剰余金 3,700,603 3,700,603

利益剰余金 19,642,589 19,285,245

自己株式 △638 △638

株主資本合計 27,011,254 26,653,910

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,314 424

為替換算調整勘定 △3,021,913 △2,483,083

その他の包括利益累計額合計 △3,019,598 △2,482,658

少数株主持分 788,797 842,514

純資産合計 24,780,453 25,013,766

負債純資産合計 29,335,671 30,630,968
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年4月 1日 
 至 平成23年6月30日) 

当第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) 

売上高 7,307,358 7,748,635

売上原価 4,892,706 5,127,670

売上総利益 2,414,651 2,620,964

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 123,929 131,419

広告宣伝費及び販売促進費 171,488 167,714

貸倒引当金繰入額 2,973 9,603

製品保証引当金繰入額 13,230 27,130

給料及び賞与 1,214,531 1,232,856

賞与引当金繰入額 109,576 130,456

役員賞与引当金繰入額 － 10,000

旅費及び交通費 124,417 129,740

減価償却費 162,798 157,111

支払手数料 255,176 221,885

その他 333,704 339,535

販売費及び一般管理費合計 2,511,826 2,557,453

営業利益又は営業損失（△） △97,174 63,511

営業外収益   

受取利息 11,099 13,412

受取配当金 120 120

為替差益 62,852 －

その他 16,032 35,558

営業外収益合計 90,104 49,091

営業外費用   

支払利息 5,067 2,077

売上割引 37,916 35,643

為替差損 － 42,541

その他 3,413 2,404

営業外費用合計 46,396 82,667

経常利益又は経常損失（△） △53,466 29,935

特別利益   

固定資産売却益 2,962 2,981

特別利益合計 2,962 2,981

特別損失   

固定資産除売却損 754 242

特別損失合計 754 242

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（△）

△51,257 32,673

法人税、住民税及び事業税 31,901 56,099

法人税等調整額 18,459 48,571

法人税等合計 50,360 104,671

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △101,618 △71,997

少数株主利益 14,376 18,352

四半期純損失（△） △115,995 △90,349
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年4月 1日 
 至 平成23年6月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △101,618 △71,997

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,167 △1,890

為替換算調整勘定 546,440 606,511

その他の包括利益合計 548,608 604,621

四半期包括利益 446,989 532,623

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 369,273 446,590

少数株主に係る四半期包括利益 77,715 86,033
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該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

(3)継続企業の前提に関する注記

(4)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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