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平成２５年３月期第２四半期決算  連結業績 

（単位：百万円） 

平成２５年３月期 平成２４年３月期 対前年実績差異 為替影響 

第２四半期累計 第２四半期累計 増減金額 伸び率 除く伸び率  

売上高 35,268 35,944 -675 -1.9% 0.1% 

売上総利益 20,058 19,320 738 3.8% 7.8% 

販売管理費 17,855 18,043 -188 -1.0% 0.4% 

営業利益 2,203 1,276 926 72.6% 112.0% 

経常利益 2,191 1,095 1,096 100.1% 

四半期純利益 1,644 1,010 633 62.7% 

為替レート（期中平均） 

円/US＄ 79.41 79.82 

円/ＥＵＲＯ 100.64 113.79 

■為替影響で減収、インクジェット事業の原価低減で増益 
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平成２５年３月期第２四半期決算  連結業績 －概要 

           為替の影響により減収 

売上高は35,268百万円、前年同期比675百万円の減少（為替影響額は713百万円マイナス） 

インクジェット事業 前年同期比4.6％増 （日本、中国で伸長） 

孔版事業  前年同期比5.2％減 （ロシア、アフリカ、中東、中国が堅調、全体は減少） 

インクジェット事業構成比 連結売上高の35％ 

 

海外売上高比率 33.6％（前年同期は36.0％） 

売 上 高 

           インクジェット事業の売上原価低減により増益 

売上総利益は20,058百万円、前年同期比738百万円の増加 

インクジェットハードの単独事業化により売上原価が低減 

売上総利益率は56.9％（前年同期は53.8％） 

売上総利益 
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平成２５年３月期第２四半期決算  連結業績 －概要 

           減少 

販売管理費は17,855百万円、前年同期比188百万円の減少 

 

販売管理費比率は50.6％（前年同期は50.2％） 

販売管理費 

           増益 

営業利益は2,203百万円、前年同期比926百万円の増加 

営業利益率は6.2％（前年同期は3.6％） 

営業利益 
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平成２５年３月期第２四半期決算  連結業績 －セグメント別 

売 上 高 （単位：百万円） 

平成２５年３月期第２四半期累計 平成２４年３月期第２四半期累計 対前年実績差異 

実績 構成比 実績 構成比 増減金額 伸び率 

印刷機器事業 34,513 97.9% 35,168 97.8% -654 -1.9% 

  日本 22,491 63.8% 22,254 61.9% 236 1.1% 

  米州 2,263 6.4% 2,758 7.7% -494 -17.9% 

  欧州 5,432 15.4% 5,927 16.5% -494 -8.3% 

  アジア 4,325 12.3% 4,228 11.8% 97 2.3% 

不動産その他事業 754 2.1% 775 2.2% -20 -2.7% 

営 業 利 益 （単位：百万円） 

平成２５年３月期第２四半期累計 平成２４年３月期第２四半期累計 対前年実績差異 

実績 売上高比 実績 売上高比 増減金額 伸び率 

印刷機器事業 1,961 5.6% 1,042 2.9% 919 88.2% 

  日本 2,493 7.1% 1,771 4.9% 721 40.7% 

  米州 -352 ― -547 ― 195 ― 

  欧州 -336 ― -439 ― 102 ― 

  アジア 157 0.4% 257 0.7% -99 -38.8% 

不動産その他事業 241 0.7% 233 0.7% 7 3.2% 



理想科学工業株式会社 
http://www.riso.co.jp 7 

平成２５年３月期 経営方針・重点課題 

 
■経営方針 
 
  インクジェット事業の拡大と孔版事業維持により、増収を実現する 
 
■重点課題 
 
  （１）インクジェットプリンターの市場稼働台数の拡大 
   
  （２）孔版事業収益の維持 
   
  （３）新しいハード生産体制へのスムーズな移行 
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平成２５年３月期  上半期報告 

■リソグラフＳＤシリーズの新機種3モデルを5月に発売 
 

  ・リソグラフの主力ラインナップを一新 

  ・全機種に「エコモード」を搭載し環境性能を強化 

  ・カラーユニバーサルデザイン認証を取得 

 
 
 
 

 
 
 

RISOGRAPH SD5630 
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平成２５年３月期  上半期報告 

 

■海外生産子会社新工場が本格稼働 

  ・RISO INDUSTRY (THAILAND) ：ロジャナ工場（タイ・アユタヤ県） 

   →4月操業開始 

  ・理想工業（深圳）有限公司：深圳工場（中国・広東省） 

   →7月操業開始 

  今後はリソグラフハードのほぼ全機種を海外にて生産 

 
 

 
 
 

ロジャナ工場 深圳工場 
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平成２５年３月期  上半期報告 

 

■研究開発棟の建設工事着工 

  ・茨城県内４ヵ所に分散している開発本部の事業所を統合し、 

   業務効率の向上による開発期間の短縮を図る 

  ・竣工：平成２５年５月末予定 

研究開発棟完成イメージ 
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平成２５年３月期  上半期報告 

■自己株式の取得 
 
  ・自己株式の取得（５月１７日から６月１日に実施）  

     取得株式総数     ７９１，４００株 

     取得価額総額      ９９９百万円 
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平成２５年３月期  下半期の取り組み 

■海外販売の拡大を目指した販路の育成・強化 
   ・販売子会社の強化を継続中 

 
 
 
■オルフィスEXシリーズを国内で1月から発売 

  －オルフィスの高速性、経済性を生かし機能拡張 

   ・新たに封入封かん、製本の内製用途に対応 

  
 

1月17日に渋谷ヒカリエで新製品発表展示会を開催 

東京会場を皮切りに全国で展開   
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平成２５年３月期 通期  連結業績予想 

（単位：百万円） 

平成２５年３月期 平成２４年３月期 対前年実績差異 

業績予想 実績 増減金額 伸び率 

売上高 74,000 74,847 -847 -1.1% 

営業利益 4,500 4,050 449 11.1% 

経常利益 4,600 4,309 290 6.7% 

当期純利益 4,300 2,886 1,413 49.0% 

売上高営業利益率 6.1％ 5.4％ 

連結ＲＯＥ 6.9％ 4.7％ 

為替レート（期中平均） 

円/US＄ 79.00 79.08 

円/EURO 100.00 108.98 
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平成２５年３月期 通期  連結業績予想 －前提条件 

■想定為替レート 

上期実績 下期想定 通期想定 

1 US ＄ ￥79.41  ￥78.00   ￥ 79.00  

1 EURO  ￥100.64 ￥99.00 ￥100.00 

■為替変動によるインパクト（１円変動時/通期） 

売上高 営業利益 

円/US＄ 1億3,000万円 1,100万円 

円/EURO 8,000万円 5,500万円 


