
DIE
CASTINGS

BUILDERS'
HARDWARE

PRINTING
EQUIPMENT

株主のみなさまへ
第108期中間報告書
2019年1月1日から2019年6月30日まで



代表取締役社長

株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚く
お礼申しあげます。

第108期（2019年12月期）中間報告書をお届けする
にあたり、ごあいさつ申しあげます。

リョービグループは「技術と信頼と挑戦で、健全で活
力にみちた企業を築く。」を企業理念とし、その具現化
を進めております。お客様や社会のニーズに応え、独創
的で高品質な商品やサービスを創造し、提供すること
により、かけがえのない存在になることをめざしてお
ります。また、環境保全、社会貢献活動、コンプライア
ンス、働きやすい職場づくりなど、さまざまなCSR活
動を通じて、CSR経営の充実に努めてまいります。

当社は中長期的に連結業績の向上を図り、成長投資
と株主の皆様への安定した利益還元の維持を基本にし
ております。当期の配当につきましては、1株当たり年
間配当金70円（中間配当金35円、期末配当金35円）を
予定しております。

株主の皆様には引き続きご理解とご支援を賜ります
とともに、今後とも末長くご愛顧をいただきますよう
お願い申しあげます。

2019年8月

技術と信頼と挑戦で、
健全で活力にみちた企業を築く。
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当第2四半期連結累計期間の業績は、前年同期間※1と比較し
た場合、減収、減益となりました。売上高は、ダイカスト事業の
国内、中国の減少、印刷機器事業の米州、アジア向け輸出の減
少などで減収でした。利益は国内の減価償却方法の変更が、増
益要因となりましたが、減収の影響を補うことが出来ず減益で
した。

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33億9百万円減少し、2,656億72百万円でした。減少は
主に受取手形及び売掛金136億74百万円等によるものです。

通期業績予想については、当第2四半期連結累計期間の経営
成績が前回発表予想を下回ったことや、今後のダイカスト事業、
印刷機器事業の受注量減少を考慮し、下方修正しました。通期
の業績は前年同期間※2に比べ減収、減益の見通しで、売上高が
2,245億円（△210億円※2）、営業利益が81億円（△30億円※2）、
経常利益が80億円（△30億円※3）、親会社株主に帰属する当期
純利益は58億円（△20億円※3）を見込んでいます。

決算概要

業績推移　※ ’18/12期は、決算期変更による変則決算実積（国内グループ9カ月、海外グループ12カ月）
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※1 2018年1月1日～6月30日
※2 2018年1月1日～12月31日
※3 前回（2019年2月13日の2018年12月期決算発表時）発表値からの増減
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第2四半期連結決算の要点



軽さとリサイクル性で、省エネルギー・省資源に貢献するダイカスト
　ダイカスト製品は、軽量かつ耐久性に富み、リサイクル性に優れ、省エネ
ルギー、省資源の環境面からも注目されています。特に、軽量化により低燃
費を目指す自動車においては、さまざまな部品へのアルミダイカスト製品の
採用が進み、数多くの部品に当社製品が採用されています。近年はハイブリッ
ド車や電気自動車向けのダイカスト製品の採用も増えています。

ダイカスト製品の採用例
　トヨタ自動車株式会社様が2018年6月にフルモデルチェンジを行った 
最高級車センチュリーの「オイルパン」に当社のアルミダイカスト製品が採
用され、2018年4月より納品を開始しています。
　「オイルパン」はシリンダーブロックの下部に取り付けられ、エンジン部品
の潤滑に必要なエンジンオイルの貯留や冷却の役割を果たしています。 
当社は、開発段階からさまざまな解析技術を用いて形状を提案し、アルミダ
イカストによる自動車の軽量化に貢献しています。

第2四半期累計 通 期
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売上高構成比ダイカスト事業
リョービは世界トップクラスのダイカストメーカー。シリンダーブロックやトラン
スミッションケースなどの自動車部品をはじめ、さまざまなダイカスト製品を提
供しています。

V型８気筒5.0Ｌハイブリットシステムエンジン用オイルパン（センチュリーへ搭載）

事業の概況
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ドア開閉装置 「ＲＵＣＡＤ（ラクアド）」 新登場
　ラクアドは、ドアクローザの機能に加え、電動
化によってドアの自動開閉を可能にします。ドア
を少し開けると、設定した角度まで自動で開き、
一旦停止した後に自動で閉まります。荷物を 
持って両手がふさがっている場合でも、楽に 
ドアを開閉することができます。「建築材料・ 
住宅設備総合展 ＫＥＮＴＥＮ 2019」の「第２回 
優良商品・技術表彰」で特別賞を受賞してい 
ます。
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住建機器事業

印刷機器事業

ドアを静かに確実に閉めるドアクローザ。ホテルなどの室温を快適に調節する空調
制御システム。リョービは安全で快適な住まいやオフィスを実現する建築用品を提
供しています。

カタログ、ポスター、パッケージなど、美しい印刷物をスピーディーに仕上げる高精度、
多機能のオフセット印刷機。世界中のお客様に独創的で高品質な印刷機やサービスを
提供しています。

カメラで印刷中の印刷物を撮像し、品質管理　
を行う 「印刷品質管理システムPQS-D」
　「印刷管理システムPQS-D」は従来、オペレー
ターが用紙を抜き取って行っていた印刷物の検
査や、色の濃度調整、印刷精度の確認と調整作
業を自動化します。印刷機上のCCDカメラで
印刷中の用紙を撮像し、品質検査と調整・制御
を自動で行います。納品する際の印刷不良紙の
混入を未然に防止し、品質管理をさらに強化す
るとともに、作業の自動化・省力化を支援します。

ドア開閉装置「RUCAD（ラクアド）」

印刷機上のCCDカメラで印刷物を撮像
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濃度追従
機能
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「人とくるまのテクノロジー展 2019横浜」に出展
　2019年5月22日～24日、パシフィコ横浜で開催された「人とくるまのテ
クノロジー展 2019横浜」に出展しました。ブースでは次世代自動車向けの
開発製品「バッテリーケース」、「モーターケース」やボディ・シャシー部品「リ
ヤエンドポスト」などを展示しました。
　また、体験コーナーでは、鉄板、アルミ板、アルミダイカスト品の素材比較
を体験していただき、多くの来場者にアルミダイカストの特性や、当社の技
術開発力をアピールすることができました。

「建築材料・住宅設備総合展 KENTEN 2019」に出展
　2019年6月6日～7日、インテックス大阪で開催された「建築材料・住宅設
備総合展 KENTEN 2019」に出展しました。ドア開閉装置「RUCAD（ラクア
ド）」を展示し、電動での自動開閉を体感していただきました。またアルミ押
出材を採用した軽量・コンパクトな「新・玄関用ドアクローザ」も展示し、当社
の新しい技術を多くの来場者に知っていただくことができました。

「PRINT CHINA 2019」に出展
　2019年4月9日～13日、中国広東省東莞市の広東現代国際展覧センター
で開催されたアジア最大規模の国際印刷機材展「PRINT CHINA 2019」に
出展しました。広さ960m2の大規模な展示ブースに、即乾印刷が可能な
LED–UV乾燥装置を搭載した菊全判オフセット印刷機「RMGT10」とA全判
オフセット印刷機「RMGT9」を出品し、高い印刷品質と優れた生産性をアピー
ルしました。

TOPICS
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社　　　名 リョービ株式会社
創立年月日	 1943年12月16日
資　本　金 184億72百万円
社　員　数 1,774名

主なグループ会社
●	ダイカスト事業
 リョービミラサカ株式会社
 リョービミツギ株式会社

●	印刷機器事業
 リョービMHIグラフィック
 テクノロジー株式会社

 株式会社東京軽合金製作所
 生野株式会社
 豊栄工業株式会社
 RYOBI DIE CASTING (USA), INC.
 RDCM, S. DE R.L. DE C.V.
 RYOBI ALUMINIUM CASTING (UK), LIMITED
 利優比圧鋳（大連）有限公司
 利優比圧鋳（常州）有限公司
 RYOBI DIE CASTING （THAILAND） CO., LTD.
 利佑比（上海）商貿有限公司

 会社の概要

 役　員

	執行役員
社　　　　 長 浦上   　彰
執  行  役  員 鈴木   　隆
執  行  役  員 望月   達由
執  行  役  員 坂本   禎造
執  行  役  員 浦邊   　寛
執  行  役  員 清水   太一
執  行  役  員 有廣   　弘
執  行  役  員 藤井   和彦
執  行  役  員 谷藤   英樹

 発行可能株式総数 100,000千株
 発行済株式の総数 32,646千株
 株主数  6,899名

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

明治安田生命保険相互会社 1,860 5.74
菱工会持株会　　 1,700 5.25
第一生命保険株式会社 1,613 4.98
CREDIT SUISSE AG HONG 
KONG TRUST A/C CLIENT 1,367 4.22
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口）　　 1,293 3.99
日本生命保険相互会社　　 1,248 3.85
公益財団法人浦上奨学会 1,150 3.55
株式会社三菱UFJ銀行 1,043 3.22
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 1,024 3.16
三井住友信託銀行株式会社 700 2.16

大株主

（注）持株比率は、自己株式277千株を控除して計算しております。■ 個人・その他 6,450名  5,964千株  18.28％

■ 金融機関 48名 13,966千株 42.77％

■ 金融商品取引業者 37名 473千株 1.45％

■ 外国人 202名  8,832千株  27.05％

 ■ 事業会社・その他法人
    162名  3,411千株  10.45％

株式分布状況＜所有者別＞合計6,８９９名／32,646千株

代 表 取 締 役 浦上   　彰
取　　締　　役※ 大岡  　 哲
取　　締　　役※ 山本   裕二
取　　締　　役 鈴木  　 隆
取　　締　　役 望月   達由
取　　締　　役※ 伊香賀 正彦

	取締役

※印は社外取締役です。

		監査役
常 勤 監 査 役 滝埜   義巳
監　　査　　役※ 荒井   洋一
監　　査　　役※ 畑川   高志
※印は社外監査役です。

 株式の概要

株式の概要／会社の概要／役員（2019年6月30日現在）
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

本　　社 〒726-8628 広島県府中市目崎町762
 TEL （0847） 41-1111
東京支社 〒114-8518 東京都北区豊島5-2-8
 TEL （03） 3927-5541
http://www.ryobi-group.co.jp/

無断複製・転載等を禁止します。

（ご注意）
1. 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きに   

 つきましては、原則、口座を開設されている口座管 
 理機関（証券会社等）にお問合せください。

2. 特別口座に関する各種お手続きにつきましては、 
 三菱ＵＦＪ信託銀行でお受けしますので、左記の連絡 
 先にお問合せください。

3. 未受領の配当金につきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行 
 本支店でお支払いいたします。 

決算期変更に関するお知らせ
　2018年6月22日開催の第106回定時株主総会
において、「定款一部変更の件」が承認され、当社
の事業年度は毎年１月１日から12月31日に変更に
なりました。

●	事 業 年 度 1月1日から12月31日まで
●	期末配当金受領株主
　 確　　		定　　	日 12月31日

●	中間配当金受領株主
　 確　　		定　　	日 6月30日

●	定 時 株 主 総 会 毎年3月
●	株 主 名 簿 管 理 人
　	特別口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

●	同 連 絡 先
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
TEL 0120-094-777（通話料無料）

●	上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所
●	証 券 コ ー ド 5851
●	公 告 の 方 法 電子公告   http://www.ryobi-group.co.jp/

株主メモ


