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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 28,489 2.3 1,357 △18.2 1,115 △17.6 599 △26.0

24年3月期第2四半期 27,862 △7.7 1,658 △13.6 1,353 △26.8 810 △32.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △729百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △1,187百万円 （―％）

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2四半期 28.12 ―

24年3月期第2四半期 36.31 ―

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 74,138 56,415 76.1
24年3月期 77,032 57,678 74.9

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  56,415百万円 24年3月期  57,678百万円

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00

25年3月期 ― 25.00

25年3月期（予想） ― 25.00 50.00

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  ：  有  
 

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 60,000 0.7 3,200 △27.4 3,000 △33.0 1,800 10.0 84.42



(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、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に対する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 
 （将来に関する記述等についてのご注意）  
 上記の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いており、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。 な
お、上記予想に関する事項は、【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」をご覧下さい。 
 （四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
 四半期決算補足説明資料は平成24年11月14日にTDnetで開示するとともに、当社ホームページに掲載いたします。 

※  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

② ①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） 25年3月期2Q 22,731,160 株 24年3月期 22,731,160 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,410,166 株 24年3月期 1,410,098 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 21,321,025 株 24年3月期2Q 22,316,961 株
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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世界経済は、欧州においては、債務問題や金融危機が解消せず厳しい状況で推

移しました。日本経済においては、震災復興関連需要が景気の下支えになるも成長のペースは鈍化し、輸出の低迷や

常態化しつつある円高の影響も受け、依然として先行き不透明な状況が続きました。 

 このような状況下、本年７月１日から欧州における主要な販売子会社であるEIZO Europe GmbHにおいて本格的な営

業活動を開始し、また、業務の効率化を通じた経費の削減を徹底する一方で研究開発活動への投資は積極的に行う

等、事業活動の拡大・強化を図ってまいりました。 

   

 当第２四半期連結累計期間における当社グループ全体の売上高は、28,489百万円（前年同期比2.3％増）となりま

した。品目別の売上高は次のとおりであります。 

［コンピュータ用モニター］ 

 売上高は12,616百万円（前年同期比22.6％減）となりました。 

 ユーロ安に伴う当社製品の価格競争力の低下や、欧州の財政不安に対する懸念から需要の停滞が続いたこともあ

り、全体として低調に推移しました。また、本年７月から欧州の主要な代理店であったAvnet社からEIZO Europe 

GmbHに販売業務を移管するにあたり、本年５月以降の出荷をAvnet社からEIZO Europe GmbHに切り替えたため、同

社が営業を開始する７月まで本格的な販売ができなかったこと、及びAvnet社との販売代理店契約の解消に伴う同

社保有在庫の買戻しを売上の返品処理としたことも売上高減少の要因となっております。  

［アミューズメント用モニター］ 

 売上高は11,232百万円（前年同期比43.0％増）となりました。 

 アミューズメント用モニターは新機種の投入時期により各期の売上高が左右される特性があります。当第２四半

期連結累計期間においては、東日本大震災による電力不足の影響等により販売が落ち込んだ前年同期に比べ、新機

種の販売が増加したことによります。  

  

 利益面については、主に需要低迷の状況下、コンピュータ用モニターの価格競争の激化及びユーロ安が利益の圧迫

要因になりましたが、製造原価低減を推し進めたことや、アミューズメント用モニターの増収により、売上総利益は

前年同期を上回りました。 

 販売費及び一般管理費については、企業体質のリーン化を推し進め、費用の削減に取り組みましたが、ドイツ、イ

ギリスに設立した販売子会社に係る立上げ費用を含めた各種費用の増加に加え、研究開発活動や広告宣伝活動を積極

的に実施したこと等により前年同期と比べ978百万円増加し、7,248百万円となりました。これにより、営業利益は

1,357百万円（前年同期比18.2％減）、経常利益は1,115百万円（同17.6％減）、四半期純利益は599百万円（同

26.0％減）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における資産及び負債の状況は、前連結会計年度末と比較し、資産の部は2,894百万

円減少し、74,138百万円となりました。これは主に、たな卸資産が増加したものの、受取手形及び売掛金や投資有価

証券が減少したことによります。 

 負債の部は、主に未払法人税等や固定負債その他に含まれる繰延税金負債の減少により1,631百万円減少し、

17,722百万円となりました。 

 純資産の部は、その他有価証券評価差額金の減少等により1,263百万円減少し、56,415百万円となりました。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 コンピュータ用モニターにおいて、海外では、本年７月１日から本格的に営業を開始したEIZO Europe GmbHを中心

とした顧客への直接的な販売活動を通じ、欧州市場での販売を強化するとともに、中国医療市場及び新興国市場への

販売活動の強化を進めております。また、国内では、主に産業市場への販売活動の強化を推し進めております。しか

し、景気の低迷や円高は下期においても継続すると予想され、売上高は当初計画を下回る見通しであります。 

 アミューズメント用モニターにおいて、当市場は厳しい環境下にあり、売上高は当初計画を下回り、前連結会計年

度と同水準となる見通しであります。 

 利益面については、上述の売上高の減少が主な減益の要因となっております。 

 以上の状況から、平成24年５月８日に公表しました平成25年３月期通期の連結業績予想を下記のとおり修正いたし

ます。  

  

 （連結業績予想） 

  通期        売上高      60,000百万円   （前回発表予想比    14.3％減） 

               営業利益      3,200百万円   （前回発表予想比    46.7％減） 

               経常利益      3,000百万円   （前回発表予想比    50.0％減） 

               当期純利益         1,800百万円   （前回発表予想比    50.0％減） 

  

※ 上記の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いており、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。  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

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 7,714 7,878 

受取手形及び売掛金 16,742 11,983 

有価証券 9,000 9,000 

商品及び製品 4,982 5,833 

仕掛品 5,042 4,677 

原材料及び貯蔵品 7,882 10,233 

その他 2,870 2,611 

貸倒引当金 △68 △48 

流動資産合計 54,166 52,168 

固定資産   

有形固定資産 8,725 8,498 

無形固定資産   

のれん 949 788 

その他 1,060 1,645 

無形固定資産合計 2,010 2,434 

投資その他の資産   

投資有価証券 10,777 9,581 

その他 1,352 1,455 

投資その他の資産合計 12,130 11,037 

固定資産合計 22,866 21,969 

資産合計 77,032 74,138 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,882 7,980 

未払法人税等 1,062 291 

賞与引当金 1,067 904 

役員賞与引当金 51 － 

ソフトウェア受注損失引当金 665 437 

製品保証引当金 1,039 1,088 

その他 2,718 2,631 

流動負債合計 14,487 13,332 

固定負債   

退職給付引当金 2,189 2,223 

役員退職慰労引当金 105 101 

リサイクル費用引当金 1,229 1,225 

その他 1,341 839 

固定負債合計 4,866 4,390 

負債合計 19,353 17,722 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,425 4,425 

資本剰余金 4,313 4,313 

利益剰余金 49,139 49,205 

自己株式 △2,660 △2,661 

株主資本合計 55,218 55,284 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,882 2,799 

為替換算調整勘定 △1,422 △1,668 

その他の包括利益累計額合計 2,460 1,131 

純資産合計 57,678 56,415 

負債純資産合計 77,032 74,138 
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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 27,862 28,489 

売上原価 19,933 19,883 

売上総利益 7,928 8,606 

販売費及び一般管理費 6,270 7,248 

営業利益 1,658 1,357 

営業外収益   

受取利息 13 9 

受取配当金 130 124 

その他 72 15 

営業外収益合計 216 150 

営業外費用   

売上割引 28 62 

為替差損 490 321 

その他 3 9 

営業外費用合計 522 392 

経常利益 1,353 1,115 

特別利益   

EU関税返還金 7 － 

特別利益合計 7 － 

税金等調整前四半期純利益 1,360 1,115 

法人税、住民税及び事業税 489 290 

法人税等調整額 60 224 

法人税等合計 549 515 

少数株主損益調整前四半期純利益 810 599 

四半期純利益 810 599 
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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 810 599 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,736 △1,083 

繰延ヘッジ損益 △10 － 

為替換算調整勘定 △251 △246 

その他の包括利益合計 △1,997 △1,329 

四半期包括利益 △1,187 △729 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,187 △729 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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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 1,360 1,115 

減価償却費 600 529 

のれん償却額 88 77 

引当金の増減額（△は減少） 30 △345 

売上債権の増減額（△は増加） △2,401 4,626 

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,079 △3,129 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,059 126 

その他 △149 △25 

小計 △3,492 2,973 

利息及び配当金の受取額 151 133 

法人税等の支払額 △1,872 △1,064 

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,213 2,043 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △624 △664 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △0 △399 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

2,002 4 

その他 △232 △112 

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,145 △1,173 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △157 △0 

配当金の支払額 △558 △533 

財務活動によるキャッシュ・フロー △716 △533 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △174 △172 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,959 163 

現金及び現金同等物の期首残高 21,591 16,714 

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,632 16,878 
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

 当社グループは、映像機器及びその関連製品の開発・生産・販売が主であり、実質的に単一セグメントである 

ため、セグメント情報の記載を行っておりません。 

   

販売の情報  

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（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

４．補足情報

品目 

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） 

増減 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 

コンピュータ用モニター  16,309  58.5  12,616  44.3  △3,692

アミューズメント用モニター  7,852  28.2  11,232  39.4  3,379

その他  3,701  13.3  4,641  16.3  940

合計  27,862  100.0  28,489  100.0  627
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