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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 43,501 4.4 1,870 △20.4 2,472 19.2 1,452 90.4
24年3月期第3四半期 41,658 △14.7 2,350 △46.7 2,073 △50.8 762 △76.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,613百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △1,330百万円 （―％）

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3四半期 68.11 ―

24年3月期第3四半期 34.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 75,014 58,225 77.6
24年3月期 77,032 57,678 74.9

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  58,225百万円 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  ：  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 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 
 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】２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。 

※  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3Q 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3Q 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3Q 21,321,014 株 24年3月期3Q 22,248,572 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州においては、政策対応の進展により金融危機的な状況は脱し

つつあるものの顕著な改善は見られず、厳しい状況が続きました。日本経済においては、復興関連需要や年末にかけ

て進行した円安等を背景に緩やかな景気回復の兆しが見られ始めましたが、長引くデフレや円高等の影響を受け、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、昨年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３四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、43,501百万円（前年同期比4.4％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20,721百万円（前年同期比12.4％減）となりました。 

 第３四半期に入り、海外を中心にグラフィックス市場向けや医療市場向けの特定用途向けモニターの販売は、前

年同四半期を上回りました。しかしながら、景気の低迷や欧州の財政不安に対する懸念、設備投資等の需要の停滞

等により、全体としては前年同期に及びませんでした。また、昨年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、昨年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昨年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15,741百万円（前年同期比27.0％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３四半

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。  

  

 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、経費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の本格稼動に伴う、立ち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1,593百万円増加し、11,160百万円となりました。これに

より、営業利益は1,870百万円（前年同期比20.4％減）となりました。一方、年末にかけて円安が進行したことで為

替差益を計上し、経常利益は2,472百万円（同19.2％増）、四半期純利益は1,452百万円（同90.4％増）となりまし

た。 

  
  
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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2,017百万

円減少し、75,014百万円となりました。これは主に、現金及び預金、有価証券及びたな卸資産が増加したものの、受

取手形及び売掛金が減少したことによります。 

 負債の部は、主に買掛金、未払法人税等及び各種引当金の減少により2,564百万円減少し、16,788百万円となりま

した。 

 純資産の部は、四半期純利益の計上等により547百万円増加し、58,225百万円となりました。 

   
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年10月29日の「平成25年３月期 第２四半期決算短信」で公表いたしました

通期の業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,714 8,866

受取手形及び売掛金 16,742 8,905

有価証券 9,000 10,500

商品及び製品 4,982 6,905

仕掛品 5,042 4,813

原材料及び貯蔵品 7,882 9,359

その他 2,870 2,341

貸倒引当金 △68 △65

流動資産合計 54,166 51,626

固定資産   

有形固定資産 8,725 8,396

無形固定資産   

のれん 949 858

その他 1,060 1,839

無形固定資産合計 2,010 2,698

投資その他の資産   

投資有価証券 10,777 10,925

その他 1,352 1,367

投資その他の資産合計 12,130 12,293

固定資産合計 22,866 23,388

資産合計 77,032 75,014

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,882 6,706

未払法人税等 1,062 122

賞与引当金 1,067 622

役員賞与引当金 51 －

ソフトウェア受注損失引当金 665 85

製品保証引当金 1,039 1,058

その他 2,718 3,327

流動負債合計 14,487 11,922

固定負債   

退職給付引当金 2,189 2,298

役員退職慰労引当金 105 101

リサイクル費用引当金 1,229 1,223

その他 1,341 1,242

固定負債合計 4,866 4,866

負債合計 19,353 16,788
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31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 49,525

自己株式 △2,660 △2,661

株主資本合計 55,218 55,604

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 3,617

為替換算調整勘定 △1,422 △995

その他の包括利益累計額合計 2,460 2,621

純資産合計 57,678 58,225

負債純資産合計 77,032 75,014
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 41,658 43,501

売上原価 29,740 30,470

売上総利益 11,918 13,030

販売費及び一般管理費 9,567 11,160

営業利益 2,350 1,870

営業外収益   

受取利息 19 15

受取配当金 225 222

為替差益 － 428

その他 107 59

営業外収益合計 352 726

営業外費用   

売上割引 63 114

為替差損 559 －

その他 6 10

営業外費用合計 629 124

経常利益 2,073 2,472

特別利益   

投資有価証券売却益 8 －

EU関税返還金 6 －

特別利益合計 15 －

特別損失   

投資有価証券売却損 394 －

特別損失合計 394 －

税金等調整前四半期純利益 1,694 2,472

法人税、住民税及び事業税 450 602

法人税等調整額 481 417

法人税等合計 931 1,019

少数株主損益調整前四半期純利益 762 1,452

四半期純利益 762 1,452
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 762 1,452

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,789 △265

繰延ヘッジ損益 △8 －

為替換算調整勘定 △295 426

その他の包括利益合計 △2,092 161

四半期包括利益 △1,330 1,613

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,330 1,613

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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。 

  

販売の状況 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

４．補足情報

品目 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日） 

当第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） 

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  23,646  56.8  20,721  47.6  △2,924

アミューズメント用モニター  12,394  29.7  15,741  36.2  3,346

その他  5,617  13.5  7,037  16.2  1,420

合計 41,658 100.0 43,501  100.0 1,842
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