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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 30,299 34.0 4,297 642.7 4,384 736.8 2,974 ―
25年3月期第3四半期 22,612 △2.2 578 △35.5 523 △35.5 △88 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 4,143百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △85百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 167.11 ―
25年3月期第3四半期 △4.98 ―

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

26年3月期第3四半期 35,598 28,382 79.7 1,594.54
25年3月期 31,628 24,861 78.6 1,396.73
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 28,382百万円 25年3月期 24,861百万円

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

25年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
26年3月期 ― 20.00 ―
26年3月期（予想） 20.00 40.00

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26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 41,440 32.5 4,920 245.5 4,940 278.0 3,230 806.1 181.47

murase
IMAGINEロゴ



(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 

(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3ページ「連結業績予想などの将来予測情
報に関する説明」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 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 17,800,000 株 25年3月期 17,800,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 460 株 25年3月期 460 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 17,799,540 株 25年3月期3Q 17,799,570 株
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 当第３四半期連結累計期間(平成25年4月1日から平成25年12月31日までの9ヶ月)における世界経済は、米国では緩や

かな景気の回復基調が持続し、欧州では南欧地域において景気低迷が続きましたが、ユーロ圏全体では成長率がプラ

スに転じる等、景気回復の兆しが見られました。また、アジアにおいては中国等の経済成長が鈍化しました。わが国

では実体経済の改善までには至らないものの、アベノミクス効果による円安や株価の上昇を受け、景気は緩やかな回

復傾向にあります。 

 当社グループでは、変化の激しい経営環境に対応すべく、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「GlobalOne(グローバルワン)」に取り組んでおります。そして、その具体的な施策と数値目標を、平成25年度を

初年度とする3ヶ年の「中期経営計画」にまとめ、当期より実施しております。①新たな成長機会の創出、②グローバ

ル・ブランドの強化、③多様性に対応するマネジメントの3つを重点テーマに、GlobalOneをより一層推進していくこ

とで、新たな成長に向けた強固な経営基盤の構築を進めております。 

 このような状況の中、当期間の品目別売上高は、主力品目であるプリンターやサプライにおいては、前期及び当期

に投入した大型インクジェットプリンターの新製品が牽引し売上を伸ばしました。また、工作機器もデンタル加工機

DWXシリーズが堅調に推移しました。 

 地域別売上高は、北米や欧州においてはプリンターの新製品効果に加えて円安効果もあり、大幅に伸長しました。

アジアにおいては、中国で現地のサイン製作のニーズに対応した大型インクジェットプリンターやデンタル加工機が

堅調に推移しました。その他地域では、オーストラリアや中南米での販売が好調に推移しました。 

 以上の結果、当第３四半期の売上高は円安効果もあり、前年同期比34.0％増の302億99百万円となりました。費用面

では、販売費及び一般管理費が前年同期に比べ増加したものの、円安に伴う海外子会社の仕入コストの低減効果等に

より原価率は大幅に改善しました。この結果、営業利益は前年同期比642.7％増の42億97百万円、経常利益は前年同期

比736.8％増の43億84百万円、四半期純利益は29億74百万円(前年同期は四半期純損失88百万円)となりました。 

  

 なお、当第３四半期における主要通貨の為替レート(海外連結子会社の事業年度は1月～12月のため平成25年1月～平

成25年9月の平均レート)は、96.71円／米ドル(前年同期79.37円)、127.38円／ユーロ(前年同期101.77円)でした。 

  

品目別売上高 

  

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1)経営成績に関する説明

品目
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 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 9,447 41.8 13,710 45.2 4,262 3.4 145.1

プロッタ 867 3.8 965 3.2 98 △0.6 111.3

工作機器 1,692 7.5 2,334 7.7 642 0.2 137.9

サプライ 7,786 34.4 9,657 31.9 1,870 △2.5 124.0

その他 2,817 12.5 3,631 12.0 814 △0.5 128.9

合計 22,612 100.0 30,299 100.0 7,687 － 134.0
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 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ39億70百万円増加し、355億98百万円(前連結会計年度末比

112.6％)となりました。 

 流動資産では、現金及び預金が24億73百万円増加し、受取手形及び売掛金が3億67百万円増加いたしました。また、

その他の流動資産が5億94百万円増加し、繰延税金資産が2億69百万円増加いたしました。固定資産では、子会社の長

期預金が2億29百万円減少いたしました。 

 当第３四半期末の負債は、4億49百万円増加し、72億16百万円(前連結会計年度末比106.6％)となりました。短期借

入金が主に当社による返済で8億7百万円減少した一方で、未払法人税等が6億46百万円増加し、その他の流動負債が3

億99百万円増加いたしました。 

 当第３四半期末の純資産は、35億21百万円増加し、283億82百万円(前連結会計年度末比114.2％)となりました。利

益剰余金は、配当の支払はあったものの、当第３四半期連結累計期間の業績等に伴い23億51百万円増加いたしまし

た。また、前連結会計年度末に対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11億65百万円の増

加となりました。 

  

 当期の通期業績予想につきましては、平成25年11月6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。 

(2)財政状態に関する説明

(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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2．四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年3月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,139,574 9,613,249

受取手形及び売掛金 3,817,451 4,184,708

商品及び製品 5,759,699 5,923,974

仕掛品 67,023 48,194

原材料及び貯蔵品 2,242,175 2,485,035

繰延税金資産 811,174 1,080,469

その他 947,774 1,542,249

貸倒引当金 △30,194 △40,005

流動資産合計 20,754,678 24,837,876

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,080,106 6,281,458

減価償却累計額 △2,995,979 △3,229,992

建物及び構築物（純額） 3,084,126 3,051,465

機械装置及び運搬具 738,546 859,451

減価償却累計額 △494,843 △554,089

機械装置及び運搬具（純額） 243,702 305,361

工具、器具及び備品 2,825,451 2,892,609

減価償却累計額 △2,255,636 △2,326,679

工具、器具及び備品（純額） 569,815 565,929

土地 3,064,227 3,095,738

建設仮勘定 113,304 102,049

有形固定資産合計 7,075,177 7,120,546

無形固定資産   

のれん 2,270,091 2,136,039

ソフトウエア 612,568 722,239

電話加入権 8,539 8,433

無形固定資産合計 2,891,199 2,866,712

投資その他の資産   

投資有価証券 111,019 117,799

繰延税金資産 143,215 107,324

長期預金 229,520 －

その他 446,790 577,354

貸倒引当金 △23,543 △28,654

投資その他の資産合計 907,002 773,823

固定資産合計 10,873,378 10,761,082

資産合計 31,628,056 35,598,958
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年3月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 893,122 944,126

短期借入金 1,825,886 1,018,400

未払法人税等 205,421 851,446

賞与引当金 487,675 365,836

役員賞与引当金 － 75,000

製品保証引当金 240,739 300,382

その他 2,169,636 2,569,342

流動負債合計 5,822,481 6,124,534

固定負債   

退職給付引当金 215,409 234,179

長期未払金 114,219 123,789

その他 614,831 734,321

固定負債合計 944,460 1,092,289

負債合計 6,766,942 7,216,824

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 19,465,069 21,816,499

自己株式 △698 △698

株主資本合計 26,833,673 29,185,104

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,993 11,852

為替換算調整勘定 △1,980,586 △814,869

その他の包括利益累計額合計 △1,972,593 △803,017

少数株主持分 34 47

純資産合計 24,861,114 28,382,134

負債純資産合計 31,628,056 35,598,958
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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３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年 4月 1日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 22,612,129 30,299,842

売上原価 14,275,769 15,692,032

売上総利益 8,336,360 14,607,809

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 418,229 689,400

広告宣伝費及び販売促進費 494,530 731,517

貸倒引当金繰入額 43,609 10,976

製品保証引当金繰入額 106,282 185,874

給料及び賞与 3,899,365 5,045,923

賞与引当金繰入額 126,733 201,135

役員賞与引当金繰入額 － 75,000

旅費及び交通費 417,456 492,116

減価償却費 558,046 676,762

支払手数料 742,484 979,207

その他 950,953 1,221,898

販売費及び一般管理費合計 7,757,691 10,309,814

営業利益 578,668 4,297,995

営業外収益   

受取利息 29,474 24,696

受取配当金 399 560

為替差益 － 90,330

その他 45,916 94,775

営業外収益合計 75,790 210,361

営業外費用   

支払利息 2,738 2,787

売上割引 99,224 117,690

為替差損 18,510 －

その他 10,060 3,683

営業外費用合計 130,533 124,161

経常利益 523,924 4,384,196

特別利益   

固定資産売却益 11,366 4,860

特別利益合計 11,366 4,860

特別損失   

固定資産除売却損 6,074 5,881

減損損失 106,858 －

特別損失合計 112,933 5,881

税金等調整前四半期純利益 422,358 4,383,175

法人税、住民税及び事業税 317,207 1,611,230

法人税等調整額 148,357 △202,469

法人税等合計 465,565 1,408,760

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△43,207 2,974,414

少数株主利益 45,510 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △88,717 2,974,414
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  四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年 4月 1日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△43,207 2,974,414

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,454 3,859

為替換算調整勘定 △45,753 1,165,719

その他の包括利益合計 △42,298 1,169,579

四半期包括利益 △85,506 4,143,993

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △117,604 4,143,990

少数株主に係る四半期包括利益 32,098 3
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該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

 （重要な子会社等の設立） 

  当社は、平成26年1月24日開催の取締役会において、以下の通り子会社の設立を決議いたしました。 

 欧州地域における資金の集中的調達・管理・運用等の経営資源の再分配をより機動的に行うために持株会社を

設立し、機能の集約を図ります。 

 (1)名称   

Roland DG Europe Holdings B.V. （仮称） 

 (2)所在地  

オランダ王国 アムステルダム市（予定） 

 (3)事業内容 

持株会社（欧州地域におけるグループ会社の資金管理） 

 (4)設立時期  

平成26年3月（予定）  

 (5)資本金  

1,000,000ユーロ (当社100％出資)   

 (6)決算期  

12月  

(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(重要な後発事象)

1.設立の目的

2.子会社の概要
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