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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

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
23年3月期第2四半期 80,340 43.2 4,543 ― 4,170 ― 2,630 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,849百万円 （22.3％） 23年3月期第2四半期 1,512百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 14.28 ―
23年3月期第2四半期 16.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 173,689 72,084 41.0
23年3月期 170,577 71,217 41.2
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  71,164百万円 23年3月期  70,228百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 6.00 6.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 170,000 5.1 9,000 8.6 8,000 7.5 5,000 8.8 30.91



(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  ：  有  
（注）詳細は、〔添付資料〕４ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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。 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 171,230,715 株 23年3月期 171,230,715 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 9,484,108 株 23年3月期 9,483,568 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 161,746,809 株 23年3月期2Q 161,761,776 株



(参考）個別業績の概要 

１．平成 24 年 3 月期第 2 四半期の個別業績（平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 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 

 
24 年 3 月期第 2 四半期 
23 年 3 月期第 2 四半期 

百万円 

54,691 
56,607 

％ 

△3.4 
38.9 

百万円

1,922
2,916

％

△34.1
－ 

百万円

2,081
3,052

％ 

△31.8 
－  

百万円

1,146
1,902

％

△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 

 
24 年 3 月期第 2 四半期 
23 年 3 月期第 2 四半期 

 円 銭

 7.09
11.76

 円 銭

－ 
－ 

 

（２）個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 
24 年 3 月期第 2 四半期 
23 年 3 月期 

 百万円

135,198
134,242

 百万円

64,203
64,446

  ％

 47.5
 48.0

（参考）自己資本 24 年 3 月期第 2 四半期 64,203 百万円   23 年 3 月期 64,446 百万円 

 

２．平成 24 年 3 月期の個別業績予想（平成 23 年 4 月１日～平成 24 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 

119,000 
％ 

5.1 
百万円

5,300
％

1.8
百万円

5,600
％

3.9
百万円 

3,300 
％ 

△1.0 
 円 銭

20.40

（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23年４月から同年９月まで）のわが国経済は、東日本大震災の影響により依然と

して厳しい状況の中、サプライチェーンの復旧に伴い生産活動の回復が進み、輸出や個人消費などにも持ち直し

の動きが続きました。しかし一方で、急激な円高の進行・長期化、電力供給の制約や原子力災害の影響、雇用情

勢の悪化、デフレの影響など懸念材料が多く、また、欧州の債務問題や米国景気の減速、中国などの新興国のイ

ンフレ圧力などもあり、先行き不透明感が急速に広がりました。 

 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、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、経費の増加などの影響

で減益となりました。 

                                                    （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。北米や中国など海外での受注量

は増加したものの、主力の国内自動車メーカーからの受注量が減少したことから収益性が低下し、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でしたが、損失は縮小しました。急激な円高の影響や長引く印刷業界

の不振、設備投資の抑制など当事業を取り巻く環境は依然として厳しいことから、売上高は減少しましたが、原

価低減や経費削減の効果などにより収益性は改善しました。 

 住建機器（パワーツール、建築用品）事業は、前年同期に比べて増収、増益となりました。震災の影響や厳し

い販売競争が続いているものの、住宅着工戸数や個人消費などが概ね持ち直したことから、国内販売、輸出とも

増加し、原価低減や経費削減の効果などもあり増益となりました。 

  

 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 80,340  81,705  1,364 (  %) 1.7

 営業利益  4,543 (   %) 5.7 4,315 ( %) 5.3 △227 ( %) △5.0

  経常利益  4,170 (  %) 5.2 3,993 ( %) 4.9 △177 (  %) △4.3

 四半期純利益 2,630 (   %) 3.3 2,309 ( %) 2.8 △320 ( %) △12.2

  前年同期実績 当第２四半期累計実績 増 減 

 ダイカスト 58,284 (   %) 72.5 59,144 (   %) 72.4 860 (   %) 1.5

 印刷機器 9,957 (   %) 12.4 9,644 (   %) 11.8 △312 ( %) △3.1

 住建機器 12,098 (   %) 15.1 12,915 (   %) 15.8 816 (   %) 6.8

 合計 80,340 ( %) 100.0 81,705 ( %) 100.0 1,364 (   %) 1.7

  前年同期実績 当第２四半期累計実績 増 減 

 ダイカスト 3,931 (   %) 6.7 3,263 (   %) 5.5 △668 ( %) △17.0

 印刷機器 △547 ( %) △5.5 △429 ( %) △4.4 118 (   -   ) 

 住建機器 1,159 (   %) 9.6 1,481 (   %) 11.5 322 (   %) 27.8

 合計 4,543 (   %) 5.7 4,315 (   %) 5.3 △227 ( %) △5.0

－2－

リョービ㈱　（5851）　平成24年3月期　第2四半期決算短信



（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31億11百万円増加し、1,736億89百万円となりました。増加

は主に売上債権20億38百万円、たな卸資産14億22百万円、有形固定資産36億57百万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11億77百万円、有価証券22億49百万円等がありました。 

 負債は、前期末に比べ22億44百万円増加し、1,016億５百万円となりました。増加は主に仕入債務17億53百万

円、長・短期借入金25億88百万円等の増加によるものです。一方、減少は未払法人税等10億59百万円等がありま

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、509億90百万円となりました。 

純資産は、前期末に比べ８億66百万円増加し、720億84百万円となりました。増加は主に利益剰余金13億39百

万円によるものです。一方、減少はその他有価証券評価差額金４億44百万円等がありました。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９億36百万円増加し、711億64百万円となりました。自己資本比

率は、前期末に比べ0.2ポイント減少し、41.0%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２四半期累計期間末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ33億97百万円減少し、180億88百万円となり

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51億97百万円減少となる40億56百万円の収入となりま

した。収入は主に税金等調整前四半期純利益36億55百万円、減価償却費49億54百万円等によるものです。一方、

支出は売上債権の増加20億62百万円、法人税等の支払21億78百万円等がありました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ54億45百万円増加となる89億25百万円の支出となりま

した。支出は主に有形固定資産の取得87億70百万円によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ76億36百万円増加となる14億65百万円の収入となりま

した。収入は主に長・短借入金の増加25億86百万円によるものです。                    

                                                （単位：百万円） 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の通期業績予想につきましては、平成23年７月８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 170,577  173,689  3,111 (    %) 1.8

 自己資本 70,228 (   %) 41.2 71,164 (  %) 41.0 936 (   %) 1.3

 有利子負債 48,402 (   %) 28.4 50,990 (  %) 29.4 2,588 (    %) 5.3

  前年同期 当第２四半期累計期間 増 減 

 営業活動による 

 キャッシュ・フロー 
9,253  4,056  △5,197  

 投資活動による 

 キャッシュ・フロー  
△3,480  △8,925  △5,445  

 財務活動による 

 キャッシュ・フロー 
△6,171  1,465  7,636  
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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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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している。  

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用している。 

  

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,548 13,371 

受取手形及び売掛金 34,232 36,271 

有価証券 9,012 6,762 

商品及び製品 12,106 10,921 

仕掛品 8,921 10,243 

原材料及び貯蔵品 6,114 7,400 

その他 4,712 4,864 

貸倒引当金 △37 △50 

流動資産合計 89,610 89,784 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,474 18,102 

機械装置及び運搬具（純額） 21,190 22,314 

土地 21,628 21,640 

建設仮勘定 3,330 5,948 

その他（純額） 3,300 3,575 

有形固定資産合計 67,923 71,581 

無形固定資産   

その他 992 944 

無形固定資産合計 992 944 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,358 7,461 

その他 3,768 4,028 

貸倒引当金 △76 △111 

投資その他の資産合計 12,050 11,378 

固定資産合計 80,966 83,904 

資産合計 170,577 173,689 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,357 30,110 

短期借入金 25,404 25,785 

1年内返済予定の長期借入金 10,118 6,681 

未払法人税等 2,165 1,105 

賞与引当金 1,613 1,585 

役員賞与引当金 20 － 

その他 8,800 8,272 

流動負債合計 76,480 73,541 

固定負債   

長期借入金 12,878 18,523 

退職給付引当金 6,633 6,282 

その他 3,367 3,257 

固定負債合計 22,879 28,063 

負債合計 99,360 101,605 

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,472 18,472 

資本剰余金 23,750 23,750 

利益剰余金 39,601 40,940 

自己株式 △2,360 △2,360 

株主資本合計 79,463 80,802 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,871 1,427 

繰延ヘッジ損益 △32 △48 

土地再評価差額金 626 626 

為替換算調整勘定 △11,700 △11,642 

その他の包括利益累計額合計 △9,235 △9,637 

少数株主持分 989 919 

純資産合計 71,217 72,084 

負債純資産合計 170,577 173,689 
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

売上高 80,340 81,705 

売上原価 65,607 66,843 

売上総利益 14,732 14,861 

販売費及び一般管理費 10,189 10,546 

営業利益 4,543 4,315 

営業外収益   

受取利息 14 10 

受取配当金 69 88 

受取賃貸料 243 202 

作業屑売却益 68 73 

その他 317 221 

営業外収益合計 713 596 

営業外費用   

支払利息 560 468 

売上割引 93 100 

為替差損 157 170 

減価償却費 115 56 

その他 159 123 

営業外費用合計 1,085 918 

経常利益 4,170 3,993 

特別利益   

固定資産処分益 186 23 

貸倒引当金戻入額 9 － 

負ののれん発生益 9 0 

特別利益合計 205 24 

特別損失   

固定資産処分損 99 35 

投資有価証券評価損 198 148 

特別退職金 － 178 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 29 － 

特別損失合計 327 362 

税金等調整前四半期純利益 4,048 3,655 

法人税等 1,352 1,387 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,696 2,268 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 66 △41 

四半期純利益 2,630 2,309 
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,696 2,268 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △623 △458 

繰延ヘッジ損益 △0 △15 

為替換算調整勘定 △557 57 

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 △1 

その他の包括利益合計 △1,183 △418 

四半期包括利益 1,512 1,849 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,447 1,907 

少数株主に係る四半期包括利益 65 △57 
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

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 4,048 3,655 

減価償却費 5,180 4,954 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 48 

賞与引当金の増減額（△は減少） 507 △27 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △142 △351 

受取利息及び受取配当金 △83 △99 

支払利息 560 468 

固定資産処分損益（△は益） △87 12 

売上債権の増減額（△は増加） △5,375 △2,062 

たな卸資産の増減額（△は増加） △167 △1,370 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △157 △197 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,472 1,777 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 935 △270 

その他 380 64 

小計 10,058 6,602 

利息及び配当金の受取額 87 99 

利息の支払額 △550 △466 

法人税等の支払額 △342 △2,178 

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,253 4,056 

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 △3,524 △8,770 

有形固定資産の売却による収入 287 60 

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 △9 △11 

定期預金の預入による支出 △1,389 △1,319 

定期預金の払戻による収入 1,390 1,349 

その他 △235 △234 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,480 △8,925 

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） △8,389 392 

長期借入れによる収入 6,186 8,300 

長期借入金の返済による支出 △3,763 △6,107 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 － △970 

その他 △204 △150 

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,171 1,465 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △70 6 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △468 △3,397 

現金及び現金同等物の期首残高 23,319 21,485 

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,851 18,088 
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該当事項なし。  

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22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。 

  

該当事項なし。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  58,284  9,957  12,098  80,340  －  80,340

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 63  －  1  64 (64)  －

計  58,347  9,957  12,099  80,405 (64)  80,340

セグメント利益又は 

損失（△）  
 3,931  △547  1,159  4,543  0  4,543

  

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

（６）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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平成２４年３月期　第２四半期決算補足資料 2011年10月31日
リョービ株式会社

（単位：百万円、％） （単位：％）
2010/3 2011/3 2012/3 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） 2011/3 2012/3
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 56,092 125,940 80,340 161,730 81,705 170,000 43.2 28.4 1.7 5.1

営 業 利 益 -3,313 -5.9 -925 -0.7 4,543 5.7 8,285 5.1 4,315 5.3 9,000 5.3 － － -5.0 8.6

経 常 利 益 -3,511 -6.3 -1,312 -1.0 4,170 5.2 7,438 4.6 3,993 4.9 8,000 4.7 － － -4.3 7.5

当 期 純 利 益 -2,862 -5.1 -1,601 -1.3 2,630 3.3 4,594 2.8 2,309 2.8 5,000 2.9 － － -12.2 8.8

1株当たり当期純利益 -17.70円 -9.90円 16.26円 28.40円 14.28円 － － － -12.2 －

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 36,266 64.7 86,139 68.4 58,284 72.5 118,192 73.1 59,144 72.4 126,200 74.2 60.7 37.2 1.5 6.8

印 刷 機 器 8,569 15.2 18,101 14.4 9,957 12.4 19,679 12.2 9,644 11.8 19,100 11.2 16.2 8.7 -3.1 -2.9

住 建 機 器 11,256 20.1 21,699 17.2 12,098 15.1 23,858 14.7 12,915 15.8 24,700 14.6 7.5 10.0 6.8 3.5

国 内 42,775 76.3 94,271 74.9 57,480 71.5 113,643 70.3 54,568 66.8 118,100 69.5 34.4 20.5 -5.1 3.9

海 外 13,316 23.7 31,668 25.1 22,859 28.5 48,087 29.7 27,136 33.2 51,900 30.5 71.7 51.8 18.7 7.9

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 -3,311 -9.1 -815 -0.9 3,931 6.7 7,291 6.2 3,263 5.5 － － － -17.0 増加

印 刷 機 器 -782 -9.1 -1,391 -7.7 -547 -5.5 -936 -4.8 -429 -4.4 － － － － 改善

住 建 機 器 781 6.9 1,281 5.9 1,159 9.6 1,930 8.1 1,481 11.5 － 48.3 50.6 27.8 横ばい

比率 比率 比率 比率 比率

総 資 産 171,417 173,916 174,994 170,577 173,689 － 2.1 -1.9 -0.7 －

自 己 資 本 65,944 38.5 67,108 38.6 68,555 39.2 70,228 41.2 71,164 41.0 － 4.0 4.6 3.8 －

利 益 剰 余 金 33,745 19.7 35,007 20.1 37,637 21.5 39,601 23.2 40,940 23.6 － 11.5 13.1 8.8 －

有 利 子 負 債 64,225 37.5 61,239 35.2 54,919 31.4 48,402 28.4 50,990 29.4 57,000 -14.5 -21.0 -7.2 17.8

設 備 投 資 4,119 7,058 4,127 9,048 8,626 21,000 0.2 28.2 109.0 132.1

減 価 償 却 費 5,749 12,429 5,180 11,339 4,954 11,200 -9.9 -8.8 -4.4 -1.2

営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 8,246 16,308 9,253 17,468 4,056 － 12.2 7.1 -56.2 －

投資ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ -4,631 -7,301 -3,480 -7,406 -8,925 － － － － －

財務ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 4,653 2,146 -6,171 -11,736 1,465 － － － － －
（単位：人）

期 末 人 員 5,577 5,665 5,871 6,096 6,231 － 5.3 7.6 6.1 －

（'12/3期第3四半期以降の想定為替レート） 米ドル 75円 ユーロ 105円
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