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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 82,616 1.1 2,209 △48.8 1,961 △50.9 1,171 △49.3
24年3月期第2四半期 81,705 1.7 4,315 △5.0 3,993 △4.3 2,309 △12.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 963百万円 （△47.9％） 24年3月期第2四半期 1,849百万円 （22.3％）

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2四半期 7.24 ―
24年3月期第2四半期 14.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 198,164 74,349 36.9
24年3月期 187,694 74,350 39.0
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  73,195百万円 24年3月期  73,275百万円

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
25年3月期 ― 3.00
25年3月期（予想） ― 3.00 6.00

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、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 166,000 0.2 3,300 △57.2 2,500 △64.0 1,200 △71.3 7.41



(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 

（注）詳細は、〔添付資料〕4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、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のレビュー手続は終了していません。 

※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、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〕3ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  有
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2Q 171,230,715 株 24年3月期 171,230,715 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 9,375,423 株 24年3月期 9,484,108 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 161,855,514 株 24年3月期2Q 161,746,809 株



(参考）個別業績の概要 

１．平成 25 年 3 月期第 2 四半期の個別業績（平成 24 年 4 月 1 日～平成 24 年 9 月 30 日） 

（１）個別経営成績（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 

 
25 年 3 月期第 2 四半期 
24 年 3 月期第 2 四半期 

百万円 

57,160 
54,691 

％ 

4.5 
△3.4 

百万円 

525 
1,922 

％ 

△72.7 
△34.1 

百万円 

686 
2,081 

％ 

△67.0 
△31.8 

百万円 

889 
1,146 

％ 

△22.4 
△39.7 

 

 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 

 
25 年 3 月期第 2 四半期 
24 年 3 月期第 2 四半期 

 円 銭 

5.50 
7.09 

 円 銭 

－ 
－ 

 

（２）個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 
25 年 3 月期第 2 四半期 
24 年 3 月期 

 百万円 

155,292 
147,470 

 百万円 

65,355 
66,060 

  ％ 

42.1  
 44.8 

（参考）自己資本 25 年 3 月期第 2 四半期 65,355 百万円   24 年 3 月期 66,060 百万円 

 

２．平成 25 年 3 月期の個別業績予想（平成 24 年 4 月１日～平成 25 年 3 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 

 
通期 

百万円 

116,000 
％ 

2.6 
百万円 

900 
％ 

△77.7 
百万円 

1,300 
％ 

△71.7 
百万円 

1,200 
％ 

△52.4 
 円 銭 

7.41 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

 

※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、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〕3 ページ「１．当四半期決算に関する定性
的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第2四半期累計期間（平成24年4月から同年9月まで）のわが国経済は、東日本大震災からの復興需要や堅調

な個人消費などを背景に緩やかな回復傾向にありましたが、欧州の低迷や中国経済の減速、円高の長期化などの

影響により生産が落ち込み、景気は足踏み状態となりました。 

 このような情勢のもとで、当社グループは積極的な販売活動とユーザーニーズをとらえた新商品の開発を進め

るとともに、原価低減や生産性向上、業務の効率化など諸施策を実行しました。 

 その結果、当第2四半期累計期間の業績は、前年同期に比べると増収となりましたが、採算性の悪化により減

益となりました。 

                                                    （単位：百万円）   

                                          （ ）内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率 

  

事業別では、ダイカスト事業は、前年同期に比べて増収、減益となりました。中国での生産拡大や、エコカー

補助金の効果により国内自動車メーカーからの受注量が増加したことから増収となったものの、固定費の増加や

製品単価の下落などにより利益率が低下し、減益となりました。 

印刷機器事業は、前年同期に比べて減収となり、損失が拡大しました。世界景気の減速の影響を受けて、印刷

業界は依然として設備投資の抑制が続いています。国内販売は増加したものの、中国をはじめ海外からの受注が

低迷していることから輸出が伸びず、売上高が減少し、損失が拡大しました。 

 住建機器（パワーツール、建築用品）事業は、前年同期に比べて減収、減益となりました。円高の影響などに

より輸出が減少し、国内も主にパワーツールの販売が減少したため売上高は減少しました。また、厳しい販売競

争が続いているため利益率が低下し、減益となりました。 

  

 ①売上高                                     （単位：百万円）  

                                            （ ）内は構成比率、ただし増減欄は増減率 

  

 ②営業利益                                    （単位：百万円）  

                                          （ ）内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率 

（注）合計はセグメント間取引相殺後の金額です。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  前年同期実績 当第2四半期累計実績 増 減 

 売上高 81,705  82,616  911 (  %) 1.1

 営業利益  4,315 (   %) 5.3 2,209 ( %) 2.7 △2,105 ( %) △48.8

  経常利益  3,993 (  %) 4.9 1,961 ( %) 2.4 △2,031 ( %) △50.9

 四半期純利益 2,309 (   %) 2.8 1,171 ( %) 1.4 △1,137 ( %) △49.3

  前年同期実績 当第2四半期累計実績 増 減 

 ダイカスト 59,144 (   %) 72.4 62,537 (   %) 75.7 3,393 (   %) 5.7

 印刷機器 9,644 (   %) 11.8 7,542 (   %) 9.1 △2,102 ( %) △21.8

 住建機器 12,915 (   %) 15.8 12,536 (   %) 15.2 △378 (  %) △2.9

 合計 81,705 ( %) 100.0 82,616 ( %) 100.0 911 (   %) 1.1

  前年同期実績 当第2四半期累計実績 増 減 

 ダイカスト 3,263 (   %) 5.5 1,832 (   %) 2.9 △1,430 ( %) △43.8

 印刷機器 △429 ( %) △4.4 △722 ( %) △9.6 △293 (   -   ) 

 住建機器 1,481 (  %) 11.5 1,099 (    %) 8.8 △381 ( %) △25.8

 合計 4,315 (   %) 5.3 2,209 (   %) 2.7 △2,105 ( %) △48.8
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第2四半期会計期間末の総資産は、前期末に比べ104億69百万円増加し、1,981億64百万円となりました。増

加は主に有価証券38億99百万円、有形固定資産84億44百万円等の増加によるものです。その一方で、減少は現金

及び預金15億66百万円等がありました。 

 負債は、前期末に比べ104億71百万円増加し、1,238億15百万円となりました。増加は主に長・短期借入金121

億53百万円等がありました。受取手形割引高及びリース債務を除いた有利子負債残高は、696億59百万円となり

ました。 

純資産は、前期末に比べ1百万円減少し、743億49百万円となりました。増加は主に利益剰余金2億1百万円、為

替換算調整勘定3億89百万円等によるものです。一方、減少はその他有価証券評価差額金6億89百万円等がありま

した。純資産から少数株主持分を差し引いた自己資本は、前期末に比べ79百万円減少し、731億95百万円となり

ました。その結果、自己資本比率は、前期末に比べ2.1ポイント低下し、36.9%となりました。 

                                          （単位：百万円） 

                           （ ）内は対総資産比率、ただし増減欄は増減率 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ23億66百万円増加し、248億80百万円となりま

した。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1億53百万円増加し、42億9百万円の資金増加となりま

した。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益18億52百万円、減価償却費48億18百万円等によるものです。そ

の一方で、資金減少は仕入債務の減少7億10百万円、法人税等の支払9億80百万円等がありました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ36億82百万円支出が増加し、126億7百万円の資金減少

となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得124億31百万円によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ92億96百万円増加し、107億61百万円の資金増加とな

りました。資金増加は主に長・短借入金の118億56百万円によるものです。一方、資金の減少は配当金の支払9億

66百万円によるものです。                                          

                                             （単位：百万円） 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年3月期の通期業績予想につきましては、平成24年10月17日（業績予想の修正発表時）の発表値に変更

はありません。 

  前期末 当第2四半期会計期間末  増 減 

 総資産 187,694  198,164  10,469 (     %) 5.6

 自己資本 73,275 (   %) 39.0 73,195 (  %) 36.9 △79 (  %) △0.1

 有利子負債 57,506 (   %) 30.6 69,659 (  %) 35.2 12,153 (    %) 21.1

  前年同期 当第2四半期累計実績 増 減 

 営業活動による 

 キャッシュ・フロー 
4,056  4,209  153  

 投資活動による 

 キャッシュ・フロー  
△8,925  △12,607  △3,682  

 財務活動による 

 キャッシュ・フロー 
1,465  10,761  9,296  
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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 

 該当事項なし。  

   

  （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  会計方針の変更 

 (税金費用の計算方法の変更)  

 従来、税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的

に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法により行っていたが、第1四半期連結会

計期間より年度決算と同様の手法で計算する方法に変更している。ただし、加味する加減算項目や税額控除項目を

重要なものに限定する方法により行っている。 

 この変更は、前第3四半期連結累計期間における税制改正を契機に、四半期連結累計期間の課税所得に対応する

税金費用の計算をより合理的かつ正確に行うためのものである。 

 なお、当該会計方針の変更は遡及適用されるものであるが、この変更による影響は軽微である。 

  

 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 

 (減価償却方法の変更) 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更している。 

 なお、これによる当第2四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に与える影響

は軽微である。  

   

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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,694 17,127 

受取手形及び売掛金 39,404 38,705 

有価証券 5,894 9,794 

商品及び製品 13,852 14,782 

仕掛品 10,057 9,511 

原材料及び貯蔵品 6,813 7,027 

その他 4,354 4,878 

貸倒引当金 △42 △23 

流動資産合計 99,029 101,803 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,951 20,762 

機械装置及び運搬具（純額） 21,629 26,045 

土地 21,697 22,195 

建設仮勘定 11,287 11,831 

その他（純額） 3,104 3,280 

有形固定資産合計 75,669 84,114 

無形固定資産   

その他 1,642 1,673 

無形固定資産合計 1,642 1,673 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,147 7,039 

その他 3,258 3,599 

貸倒引当金 △53 △65 

投資その他の資産合計 11,353 10,573 

固定資産合計 88,665 96,361 

資産合計 187,694 198,164 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 32,427 31,817 

短期借入金 28,541 27,618 

1年内返済予定の長期借入金 6,806 8,515 

未払法人税等 909 573 

賞与引当金 1,605 1,594 

役員賞与引当金 32 － 

その他 11,670 11,335 

流動負債合計 81,994 81,455 

固定負債   

長期借入金 22,158 33,525 

退職給付引当金 6,105 5,995 

その他 3,086 2,839 

固定負債合計 31,349 42,360 

負債合計 113,344 123,815 

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,472 18,472 

資本剰余金 23,750 23,757 

利益剰余金 42,810 43,011 

自己株式 △2,360 △2,333 

株主資本合計 82,672 82,907 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,969 1,280 

繰延ヘッジ損益 △36 △51 

土地再評価差額金 655 655 

為替換算調整勘定 △11,985 △11,596 

その他の包括利益累計額合計 △9,396 △9,712 

少数株主持分 1,075 1,153 

純資産合計 74,350 74,349 

負債純資産合計 187,694 198,164 
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 81,705 82,616 

売上原価 66,843 69,532 

売上総利益 14,861 13,083 

販売費及び一般管理費 10,546 10,874 

営業利益 4,315 2,209 

営業外収益   

受取利息 10 17 

受取配当金 88 90 

受取賃貸料 202 201 

作業屑売却益 73 81 

その他 221 361 

営業外収益合計 596 752 

営業外費用   

支払利息 468 621 

売上割引 100 105 

為替差損 170 151 

減価償却費 56 39 

その他 123 82 

営業外費用合計 918 1,000 

経常利益 3,993 1,961 

特別利益   

固定資産処分益 23 1 

負ののれん発生益 0 5 

特別利益合計 24 6 

特別損失   

固定資産処分損 35 72 

投資有価証券評価損 148 43 

特別退職金 178 － 

特別損失合計 362 115 

税金等調整前四半期純利益 3,655 1,852 

法人税等 1,387 556 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,268 1,295 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △41 124 

四半期純利益 2,309 1,171 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,268 1,295 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △458 △703 

繰延ヘッジ損益 △15 △14 

為替換算調整勘定 57 389 

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △3 

その他の包括利益合計 △418 △332 

四半期包括利益 1,849 963 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,907 856 

少数株主に係る四半期包括利益 △57 106 
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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 3,655 1,852 

減価償却費 4,954 4,818 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48 △7 

賞与引当金の増減額（△は減少） △27 △10 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △351 △109 

受取利息及び受取配当金 △99 △108 

支払利息 468 621 

投資有価証券評価損益（△は益） 148 43 

固定資産処分損益（△は益） 12 71 

売上債権の増減額（△は増加） △2,062 841 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,370 △453 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △197 △472 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,777 △710 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △270 △617 

その他 △83 △106 

小計 6,602 5,652 

利息及び配当金の受取額 99 109 

利息の支払額 △466 △571 

法人税等の支払額 △2,178 △980 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,056 4,209 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △8,770 △12,431 

有形固定資産の売却による収入 60 59 

有価証券の取得による支出 △690 △690 

有価証券の売却による収入 690 690 

投資有価証券の取得による支出 △11 △11 

定期預金の預入による支出 △1,319 △1,319 

定期預金の払戻による収入 1,349 1,353 

その他 △234 △257 

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,925 △12,607 

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） 392 △1,169 

長期借入れによる収入 8,300 15,593 

長期借入金の返済による支出 △6,107 △2,566 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △970 △966 

その他 △150 △128 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,465 10,761 

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 3 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,397 2,366 

現金及び現金同等物の期首残高 21,485 22,513 

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,088 24,880 
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該当事項なし。   

    

該当事項なし。   

   

 前第2四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日） 

 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 

   （注）１ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものである。 

     ２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。 

  

   当第2四半期連結累計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日） 

 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 

  （注）１ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものである。 

     ２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  

報告セグメント   
調整額 

（注）１ 

（百万円） 

連結財務諸表 
計上額 

（注）２ 

（百万円）  

ダイカスト 

（百万円） 

印刷機器 

（百万円） 

 住建機器 

（百万円） 

計 

（百万円） 

売上高          

外部顧客への売上高  59,144  9,644  12,915  81,705  －  81,705

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 59  －  1  61 (61)  －

計  59,204  9,644  12,917  81,766 (61)  81,705

セグメント利益又は 

損失（△）  
 3,263  △429  1,481  4,315  0  4,315

  

報告セグメント   
調整額 

（注）１ 

（百万円） 

連結財務諸表 
計上額 

（注）２ 

（百万円）  

ダイカスト 

（百万円） 

印刷機器 

（百万円） 

 住建機器 

（百万円） 

計 

（百万円） 

売上高             

外部顧客への売上高  62,537  7,542  12,536  82,616  －  82,616

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 66  －  0  66 (66)  －

計  62,603  7,542  12,536  82,682   (66)  82,616

セグメント利益又は 

損失（△）  
 1,832  △722  1,099  2,209  0  2,209
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平成２５年３月期　第２四半期決算補足資料 2012年10月31日
リョービ株式会社

（単位：百万円、％） （単位：％）
2011/3 2012/3 2013/3 前年同期比増減率

第2四累計 通期 第2四累計 通期 第2四累計 通期（予想） 2012/3 2013/3
第2四累計 通期 第2四累計 通期

利益率 利益率 利益率 利益率 利益率 利益率

売 上 高 80,340 161,730 81,705 165,638 82,616 166,000 1.7 2.4 1.1 0.2

営 業 利 益 4,543 5.7 8,285 5.1 4,315 5.3 7,715 4.7 2,209 2.7 3,300 2.0 -5.0 -6.9 -48.8 -57.2

経 常 利 益 4,170 5.2 7,438 4.6 3,993 4.9 6,950 4.2 1,961 2.4 2,500 1.5 -4.3 -6.6 -50.9 -64.0

当 期 純 利 益 2,630 3.3 4,594 2.8 2,309 2.8 4,179 2.5 1,171 1.4 1,200 0.7 -12.2 -9.0 -49.3 -71.3

1株当たり当期純利益 16.26円 28.40円 14.28円 25.84円 7.24円 7.41円 -12.2 -9.0 -49.3 -71.3

セグメント別売上高
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

ダ イ カ ス ト 58,284 72.5 118,192 73.1 59,144 72.4 123,360 74.5 62,537 75.7 125,800 75.8 1.5 4.4 5.7 2.0

印 刷 機 器 9,957 12.4 19,679 12.2 9,644 11.8 17,532 10.6 7,542 9.1 15,200 9.1 -3.1 -10.9 -21.8 -13.3

住 建 機 器 12,098 15.1 23,858 14.7 12,915 15.8 24,744 14.9 12,536 15.2 25,000 15.1 6.8 3.7 -2.9 1.0

国 内 57,480 71.5 113,643 70.3 54,568 66.8 114,124 68.9 56,567 68.5 113,900 68.6 -5.1 0.4 3.7 -0.2

海 外 22,859 28.5 48,087 29.7 27,136 33.2 51,514 31.1 26,048 31.5 52,100 31.4 18.7 7.1 -4.0 1.1

セグメント別営業利益
利益率 利益率 利益率 利益率 利益率

ダ イ カ ス ト 3,931 6.7 7,291 6.2 3,263 5.5 6,079 4.9 1,832 2.9 － -17.0 -16.6 -43.8 減少

印 刷 機 器 -547 -5.5 -936 -4.8 -429 -4.4 -710 -4.1 -722 -9.6 － － － － 減少

住 建 機 器 1,159 9.6 1,930 8.1 1,481 11.5 2,346 9.5 1,099 8.8 － 27.8 21.6 -25.8 減少

比率 比率 比率 比率 比率

総 資 産 174,994 170,577 173,689 187,694 198,164 － -0.7 10.0 14.1 －

自 己 資 本 68,555 39.2 70,228 41.2 71,164 41.0 73,275 39.0 73,195 36.9 － 3.8 4.3 2.9 －

利 益 剰 余 金 37,637 21.5 39,601 23.2 40,940 23.6 42,810 22.8 43,011 21.7 － 8.8 8.1 5.1 －

有 利 子 負 債 54,919 31.4 48,402 28.4 50,990 29.4 57,506 30.6 69,659 35.2 75,000 -7.2 18.8 36.6 30.4

設 備 投 資 4,127 9,048 8,626 20,275 12,825 32,000 109.0 124.1 48.7 57.8

減 価 償 却 費 5,180 11,339 4,954 10,924 4,818 11,500 -4.4 -3.7 -2.7 5.3

営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 9,253 17,468 4,056 10,929 4,209 － -56.2 -37.4 3.8 －

投資ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ -3,480 -7,406 -8,925 -18,334 -12,607 － － － － －

財務ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ -6,171 -11,736 1,465 8,329 10,761 － － － － －
（単位：人）

期 末 人 員 5,871 6,096 6,231 7,121 7,547 － 6.1 16.8 21.1 －

（'13/3期第3四半期以降の想定為替レート） 米ドル 78円 ユーロ 97円
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