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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第67期

第２四半期
連結累計期間

第68期
第２四半期
連結累計期間

第67期

会計期間
自　平成28年１月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年１月１日
至　平成29年６月30日

自　平成28年１月１日
至　平成28年12月31日

売上高 (百万円) 55,144 59,111 101,684

経常利益 (百万円) 3,188 3,927 3,087

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,864 2,680 1,907

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,017 3,015 1,582

純資産額 (百万円) 47,698 47,403 45,402

総資産額 (百万円) 100,785 103,795 95,681

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 38.92 58.85 40.15

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 45.7 45.6 47.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,277 3,573 5,072

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,179 △1,291 △4,044

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △80 △441 △2,571

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 24,089 20,501 18,483
 

 

回次
第67期

第２四半期
連結会計期間

第68期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 6.54 10.66
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．売上高には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)を含めておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断

したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済情勢は、内需・外需とも底堅い経済水準を継続し、企業収益の

改善も堅調に推移する中、雇用の改善なども影響し緩やかに安定した傾向を示しております。こうした中、為替や

原油価格、新興国の景気動向などや経済・社会情勢には、なお厳しい懸念材料として不透明な面も見受けられま

す。

このような経営環境のもと、当社グループでは「健康経営」を宣言し、ＣＳ（顧客満足度）とＥＳ（従業員満足

度）の両立を目指す事業活動に注力し、今年新たに、ミッションステートメント『明日の「働く」を、デザインす

る。』を掲げました。これは、中長期的な見地から、常に未来の社会における「働く」を考え、社会と社員の元気

につなげ、生産性の向上や創造性を発揮し、あらたな価値を生み出すことを目指すものです。

そこで、独創的な新製品開発と、オンリーワン製品の重点販売に注力するとともに、注目の高まる「働き方改

革」のニーズに対する価値提案営業と、トータル受注による効率性の高い営業活動を展開いたしました。

その結果、売上高は591億11百万円(前年同期比7.2％増)、営業利益は37億60百万円(前年同期比21.7％増)、経常

利益は39億27百万円(前年同期比23.2％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は26億80百万円(前年同期比43.8％

増)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

［オフィス関連事業］

この事業につきましては、首都圏や都市部での新築・移転需要、リニューアル需要に向け、多様化する働き方や

オフィス環境への提案をはじめ、地球環境に配慮した製品を提供し、価値提案営業に努めました。　

また、配送の高効率化、短納期製品を拡充したことでお客様の要望に応え需要獲得に貢献し堅調に推移しまし

た。

業績につきましては、売上高318億28百万円(前年同期比2.1％増)、営業利益28億90百万円(前年同期比9.1％増)と

なりました。

［設備機器関連事業］

この事業につきましては、独創的な差別化製品の開発と市場投入の継続及び、オフィス関連事業との相乗効果を

図るトータルソリューション提案に努めたことで、このセグメントに含まれる建材間仕切工事や情報設備機器、研

究設備機器などが堅調に推移しました。さらに、連結子会社化したシンガポールのTarkus Interiors Pte Ltdをは

じめ他の子会社も順調な業績結果となりました。

業績につきましては、売上高258億20百万円(前年同期比15.1％増)、営業利益９億81百万円(前年同期比86.0％増)

となりました。

［その他］

この事業につきましては、主力の学習家具事業がライフスタイルの変化や個人消費の伸び悩みの影響を受けたこ

とで減収となりました。

業績につきましては、売上高14億61百万円(前年同期比4.3％減)、営業損失１億11百万円(前年同期は88百万円の

営業損失）となりました。
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(2) 財政状態の分析

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て81億13百万円増加し、1,037億95百万円とな

りました。これは主に、受取手形及び売掛金が46億66百万円増加したことによるものです。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて61億13百万円増加し、563億91百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金が25億31百万円、電子記録債務が17億81百万円それぞれ増加したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べて20億円増加し、474億３百万円となりました。これは主に、利益剰余金が20

億88百万円増加したことによるものです。また、自己資本比率は前連結会計年度末から1.4ポイント下落し45.6％と

なりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末

に比べ、18億59百万円の資金の増加があり205億１百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

営業活動による資金の増加は35億73百万円(前年同期は52億77百万円の増加)となりました。この主なものは、

税金等調整前四半期純利益の計上及び仕入債務の増加、減価償却費の計上などによるものです。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

投資活動による資金の減少は12億91百万円(前年同期は11億79百万円の減少)となりました。この主なものは、

定期預金の預入による支出などによるものです。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

財務活動による資金の減少は４億41百万円(前年同期は80百万円の減少)となりました。この主なものは、配当

金の支払いによる支出などによるものです。

 
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第３号

本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」という。)を定めており、その内容等は次のとおりであります。

　

Ⅰ．基本方針の内容

　当社は、平成20年２月18日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいま

す。）を定めるとともに、平成20年３月28日開催の当社第58回定時株主総会において、当社の企業価値・株主共同

の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を導入い

たしました。その有効期限の満了にともない、平成23年３月25日開催の当社第61回定時株主総会及び平成26年３月

26日開催の当社第64回定時株主総会並びに平成29年３月29日開催の当社第67回定時株主総会において株主の皆様の

ご承認をいただき、内容の一部を変更し（以下、最新の変更後の対応策を「本プラン」といいます。）、更新いた

しております。

当社は、その株式を上場し自由な取引を認める以上、支配権の移転を伴う当社株式の大量取得提案に応じるか否

かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えております。また、当社は大量取得行為で

あっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

　しかしながら、大量取得提案の中には、①買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利益に

対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆様に、株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社

の取締役会や株主の皆様が、大量取得行為の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が、代替案を提

案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益を毀損するものも少な

くありません。

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業

価値・株主共同の利益の継続的な確保・向上に資する者であるべきであり、当社の企業価値・株主共同の利益を毀

損するおそれのある大量取得提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、適当ではな

いと考えます。したがって、このような者による大量取得行為に対しては、必要かつ相当な手段を採ることによ

り、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
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Ⅱ．基本方針の実現に資する取組みの概要

１．企業価値の源泉について

当社は、明治23年（1890年）に伊藤喜商店として大阪で創業後、大正、昭和、平成と続く時代の変遷の中で、

着実な足どりで日本経済の歴史と共に歩み、日本のオフィスの発展に大きな役割を果たしてきました。その間、

昭和25年（1950年）には、製造部門が分離独立するなど時代に合った経営を行い、発展してまいりましたが、平

成17年（2005年）６月に新たな企業価値の創造に向けて、製販統合を行い、半世紀余ぶりにひとつの企業として

生まれ変わりました。お客様のニーズを、よりスピーディーに反映させる市場中心主義を徹底し、さらなる飛躍

と持続的な成長を目指して、つねに創業時代の精神に立ちかえり、たゆまぬ挑戦を続ける当社の企業価値の源泉

は、「コラボレーション＆ソリューション提案力」「製販一体化による顧客ニーズ対応力」「老舗でありながら

新進気鋭のブランド力」「企業文化・風土」の４点の結びつきにより生み出されるものであるといえます。

以上の企業価値の創出は、いずれも当社とステークホルダーとの中長期的かつ良好な信頼関係があって初めて

実現できるものです。当社にとってお客様、お取引先様、代理店様及び従業員との良好な関係を築き、維持する

ことが最大の企業価値の源泉であるといえます。

２．企業価値向上のための取組みについて

当社は、上記１．のとおりの当社の企業価値の源泉を踏まえて、平成17年（2005年）６月の製販統合時に中期

経営計画「2008年ビジョン」を策定以降、これまで計６回の中期経営計画を策定し、経営努力を継続することに

より、当社の企業価値向上に邁進してまいりました。

　当社は、平成28年（2016年）2月には過年度の業績状況及び今後の当社を取り巻く経営環境の変化等を踏まえ、

当社が創業130周年を迎える平成32年（2020年）を大きな節目として展望したうえで、平成28年（2016年）から平

成30年（2018年）までの新たな3ヶ年の中期経営計画を策定いたしました。「お客様活き活きを創出する」、「社

員活き活きを向上する」、「地球生き生きに貢献する」、「時代の先端を切り開く」を重点方針とした経営戦略

を強力に推し進め、「時代の先端を切り開き、グローバル社会に貢献する高収益企業」となることを目指して、

一層の企業価値向上に邁進してまいります。

３．コーポレート・ガバナンスについて

当社は、企業倫理・遵法精神に基づき、コンプライアンスの徹底と経営の透明性、公正性を向上させ、また、

積極的な情報開示に努めることで企業に対する信頼を高め、企業価値の向上を目指したコーポレート・ガバナン

スの構築に取り組んでおります。　

　

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組みの概要　　　

１．本プランへの更新の目的

本プランは、上記Ⅰ．に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる

目的をもって改定され更新されたものです。

本プランは、当社株式に対する大量取得提案が行われた際に、当該大量取得行為に応じるべきか否かを株主の

皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために、必要な時間及び情報を確保する

と共に、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価

値・株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止することを目的としております。

当社取締役会は、引き続き基本方針に照らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための枠組みが必要であると判断し、平成29年３月29日開催の当社第67回定時株主総会に

おいて株主の皆様のご承認をいただき、本プランに更新いたしております。
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２．本プランの概要

本プランは買付者等が現れた場合に、買付者等に事前に情報提供を求める等、上記１．の目的を実現するため

の必要な手続を定めております。

買付者等が、本プランに定めた手続に従い、当該買付等が本プランに定める発動の要件に該当せず、当社取締

役会において本プランを発動しない旨が決定された場合には、当該決定時以降、買付者等は当社株式の大量買付

等を行うことができるものとされ、株主の皆様において、買収提案に応じるか否かをご判断いただくことになり

ます。

一方、買付者等が本プランに定めた手続に従うことなく当社株式等の大量買付等を行う場合や、当該買付等が

本プランに定める発動の要件を充たし、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれ

が合理的根拠をもって明らかであると判断されるような例外的な場合は、当社は、買付者等による権利行使は原

則認められないとの行使条件及び当社が、買付者等以外から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取

得条項が付された新株予約権を、当社取締役会等が別途定める割当期日における当社を除く全ての株主の皆様に

対して、新株予約権無償割当ての方法で割り当てます。

本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買付者等以外の株

主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は最大50％まで希釈化される可

能性があります。

当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役会の

恣意性を排除するため、引き続き、当社経営陣から独立した委員による独立委員会を設置し、その客観的な判断

を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には株主の皆様の意思

確認のため株主総会を招集し、新株予約権の無償割当て実施に関する株主の皆様の意思を確認することがありま

す。

こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報の公表又は開示を行い、その透明性を確保する

こととしております。

３．本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、平成29年３月29日開催の当社第67回定時株主総会終結後３年以内に終結する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。

但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、もしくは当社株主総会で選任された取締役（当

社取締役の任期は１年となっており、毎年の取締役の選任を通じ、株主の皆様のご意向を反映させることが可能

です。）による取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い

廃止されるものとします。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の

新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映することが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の

修正を行うことが適切である場合、または当社株主の皆様に不利益を与えない場合等、平成29年３月29日開催の

当社第67回定時株主総会決議の趣旨に反しない場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、ま

たは変更する場合があります。

当社は、本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実、及び（修正ま

たは変更の場合には）修正、変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。
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Ⅳ．上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

１．基本方針の実現に資する取組み（上記Ⅱ．）について

当社は、上記Ⅱ．に記載の各施策は、基本方針に沿って当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的

に確保、向上するための具体的方策として策定されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも

のではないと考えております。

２．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み（上記Ⅲ．）について

当社は、以下の理由から本プランについて当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(a) 本プランが基本方針に沿うものであること

本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が

判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、または株

主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の

利益を確保することを目的として改定され更新されたものであり、基本方針に沿うものです。

(b) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事

前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を完全に充足しております。また、経済産業省に設置

された企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在

り方」及び東京証券取引所が平成27年６月１日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１-

５　いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。

(c) 株主意思を重視するものであること

本プランは、平成29年３月29日開催の当社第67回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、改

定され更新されております。

また、本プランは、有効期間を約３年間とするいわゆるサンセット条項が設けられており、かつ、その有効

期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プラ

ンは、その時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長は、当社株主の皆様の意思に基づ

くこととなっております。

(d) 独立性の高い社外者の判断の重視と株主への情報提供

当社は、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本プランの発動及び廃止等の運用に際しての

実質的な判断を客観的に行う機関として、引き続き独立委員会を設置しております。

独立委員会は、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主の共同利益を毀損するか否かな

どの実質的な判断を行い、当社取締役会は、その判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行うこ

ととします。このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視すると共に、その判断

の概要については、株主の皆様に公表することとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲

で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。

(e) 合理的な客観的要件の設定

本プランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取

締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

(f) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止する

ことが可能であるため、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を

阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社取締役の任期は１年であり、当社は取締役の期差任期

制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うこと

ができないため、その発動を阻止するために時間を要する買収防衛策）でもありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は12億17百万円です。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 149,830,000

計 149,830,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年８月１日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 52,143,948 52,143,948
東京証券取引所
(市場第一部)

・完全議決権株式であり、権
利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

・単元株式数　100株

計 52,143,948 52,143,948 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年４月１日～
平成29年６月30日

― 52,143,948 ― 5,277 ― 10,816
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(6) 【大株主の状況】

  平成29年6月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 2,225 4.2

㈱アシスト 大阪市中央区平野町２丁目４－12 1,586 3.0

伊藤　七郎 大阪府豊中市 1,557 2.9

イトーキ協力会社持株会 大阪市城東区今福東１丁目４－12 1,192 2.2

GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人シティバンク、エ
ヌ・エイ東京支店）

ノルウェー
（東京都新宿区新宿６丁目27－30）

1,190 2.2

㈱みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５－５ 1,121 2.1

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１－２ 1,069 2.0

CHASE MANHATTAN BANK GTS
CLIENTS ACCOUNT ESCROW
（常任代理人㈱みずほ銀行）

イギリス
（東京都港区港南２丁目15－１）

982 1.8

DFA INTL SMALL CAP VALUE
PORTFOLIO
(常任代理人シティバンク、エ
ヌ・エイ東京支店）

米国テキサス
（東京都新宿区新宿６丁目27－30）

948 1.8

日本マスタートラスト信託銀行
㈱

東京都港区浜松町２丁目11－３ 945 1.8

計 ― 12,819 24.5
 

(注)　上記のほか、当社は自己株式6,595,515株(発行済株式総数に対する割合12.6％)を保有しております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成29年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

6,595,500
―

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式   

45,494,500
454,945 同上

単元未満株式
普通株式　　

53,948
― 同上

発行済株式総数 52,143,948 ― ―

総株主の議決権 ― 454,945 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成29年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
 の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

㈱イトーキ
大阪市城東区今福東
一丁目４番12号

6,595,500 ― 6,595,500 12.6

計 ― 6,595,500 ― 6,595,500 12.6
 

　

 
 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【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28年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 19,839 22,108

  受取手形及び売掛金 23,241 27,907

  電子記録債権 521 1,618

  商品及び製品 3,852 3,795

  仕掛品 1,658 1,739

  原材料及び貯蔵品 1,545 1,589

  繰延税金資産 867 604

  その他 1,200 1,573

  貸倒引当金 △314 △76

  流動資産合計 52,410 60,859

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 11,402 11,125

   土地 10,116 10,043

   その他（純額） 3,803 3,677

   有形固定資産合計 25,322 24,846

  無形固定資産   

   のれん 208 2,396

   その他 933 872

   無形固定資産合計 1,142 3,269

  投資その他の資産   

   投資有価証券 9,190 6,877

   繰延税金資産 371 419

   退職給付に係る資産 1,239 1,288

   その他 6,741 6,679

   貸倒引当金 △737 △446

   投資その他の資産合計 16,806 14,819

  固定資産合計 43,271 42,935

 資産合計 95,681 103,795
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 10,932 13,464

  電子記録債務 5,365 7,146

  1年内償還予定の社債 129 89

  短期借入金 9,458 9,459

  1年内返済予定の長期借入金 1,785 2,246

  未払法人税等 964 1,154

  未払消費税等 403 617

  設備関係支払手形 100 67

  賞与引当金 1,210 875

  役員賞与引当金 69 －

  受注損失引当金 22 5

  製品保証引当金 18 21

  債務保証損失引当金 120 －

  その他 4,810 6,576

  流動負債合計 35,390 41,724

 固定負債   

  社債 333 288

  長期借入金 4,337 4,396

  繰延税金負債 373 394

  退職給付に係る負債 5,491 5,277

  役員退職慰労引当金 108 102

  製品自主回収関連損失引当金 91 91

  その他 4,152 4,114

  固定負債合計 14,888 14,666

 負債合計 50,278 56,391

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,277 5,277

  資本剰余金 13,140 13,054

  利益剰余金 30,504 32,593

  自己株式 △4,700 △4,700

  株主資本合計 44,222 46,224

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,372 1,410

  為替換算調整勘定 20 54

  退職給付に係る調整累計額 △666 △409

  その他の包括利益累計額合計 727 1,055

 非支配株主持分 453 123

 純資産合計 45,402 47,403

負債純資産合計 95,681 103,795
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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28年１月１日
　至　平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 55,144 59,111

売上原価 34,757 37,513

売上総利益 20,386 21,597

販売費及び一般管理費 ※  17,297 ※  17,837

営業利益 3,089 3,760

営業外収益   

 受取利息 5 3

 受取配当金 92 84

 受取賃貸料 99 99

 受取保険金 40 41

 関係会社貸倒引当金戻入額 83 －

 その他 160 166

 営業外収益合計 483 394

営業外費用   

 支払利息 100 88

 減価償却費 25 23

 債務保証損失引当金繰入額 120 －

 その他 138 116

 営業外費用合計 384 227

経常利益 3,188 3,927

特別利益   

 固定資産売却益 0 8

 投資有価証券売却益 18 106

 特別利益合計 18 114

特別損失   

 固定資産売却損 0 1

 固定資産除却損 10 12

 投資有価証券評価損 9 0

 減損損失 1 97

 その他 0 0

 特別損失合計 22 112

税金等調整前四半期純利益 3,184 3,929

法人税、住民税及び事業税 1,035 1,067

法人税等調整額 250 176

法人税等合計 1,286 1,243

四半期純利益 1,897 2,686

非支配株主に帰属する四半期純利益 33 5

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,864 2,680
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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28年１月１日
　至　平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期純利益 1,897 2,686

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △875 38

 為替換算調整勘定 △48 34

 退職給付に係る調整額 44 257

 その他の包括利益合計 △880 329

四半期包括利益 1,017 3,015

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 983 3,008

 非支配株主に係る四半期包括利益 33 7
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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28年１月１日
　至  平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成29年１月１日
　至  平成29年６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 3,184 3,929

 減価償却費 1,210 1,110

 減損損失 1 97

 のれん償却額 15 162

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △97 △280

 賞与引当金の増減額（△は減少） △364 △335

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △98 △69

 受注損失引当金の増減額（△は減少） △28 △16

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 74 △22

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 20 55

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △62 △5

 
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減
少）

△0 －

 製品保証引当金の増減額（△は減少） △6 2

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 120 －

 商品改修引当金の増減額（△は減少） △48 －

 受取利息及び受取配当金 △98 △88

 支払利息 100 88

 投資有価証券売却損益（△は益） △17 △106

 投資有価証券評価損益（△は益） 9 0

 固定資産売却損益（△は益） 0 △6

 固定資産除却損 10 12

 売上債権の増減額（△は増加） 14 △4,284

 たな卸資産の増減額（△は増加） △17 △44

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,212 3,602

 その他 677 869

 小計 5,812 4,673

 利息及び配当金の受取額 102 93

 利息の支払額 △105 △93

 法人税等の支払額 △533 △1,099

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,277 3,573
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           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自  平成28年１月１日
　至  平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成29年１月１日
　至  平成29年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △2,968 △921

 定期預金の払戻による収入 2,179 845

 有形固定資産の取得による支出 △703 △547

 有形固定資産の売却による収入 0 179

 投資有価証券の取得による支出 △105 △884

 投資有価証券の売却による収入 134 320

 短期貸付金の純増減額（△は増加） 191 0

 保険積立金の純増減額(△は増加) △113 △148

 その他 206 △134

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,179 △1,291

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） 974 △45

 長期借入れによる収入 800 1,467

 長期借入金の返済による支出 △913 △970

 社債の償還による支出 △88 △84

 配当金の支払額 △622 △592

 非支配株主への配当金の支払額 △4 △0

 自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

 その他 △225 △215

 財務活動によるキャッシュ・フロー △80 △441

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,986 1,859

現金及び現金同等物の期首残高 20,103 18,483

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 157

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  24,089 ※  20,501
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、Tarkus Interiors Pte Ltdは重要性が増したため、連結の範囲に含めておりま

す。

　

 
(追加情報)

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。

 

 

 
 

(四半期連結貸借対照表関係)

１　保証債務

次の関係会社について金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

ITOKI SYSTEMS (SINGAPORE)
PTE.,LTD.

7百万円 －百万円
( 91,000ＳＧＤ) ( －ＳＧＤ)

伊藤喜商貿（上海）有限公司  －百万円  120百万円
 

　

 

２　受取手形割引高

 
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

受取手形割引高 514百万円 551百万円
 

 

 
(四半期連結損益計算書関係)

　　※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

従業員給与手当 6,601百万円 6,620百万円

賞与引当金繰入額 658百万円 707百万円

退職給付費用 486百万円 495百万円

役員退職慰労引当金繰入額 17百万円 8百万円

貸倒引当金繰入額 △6百万円 23百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　　※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、下記の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

現金及び預金勘定 26,232百万円 22,108百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,142百万円 △1,606百万円

現金及び現金同等物 24,089百万円 20,501百万円
 

　

 
(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自　平成28年１月１日　至　平成28年６月30日)

　配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年３月23日
定時株主総会

普通株式 622 13 平成27年12月31日 平成28年３月24日 利益剰余金
 

 

 
Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自　平成29年１月１日　至　平成29年６月30日)

　配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年３月29日
定時株主総会

普通株式 592 13 平成28年12月31日 平成29年３月30日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自　平成28年１月１日　至　平成28年６月30日)

１．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

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

オフィス
関連事業

設備機器
関連事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 31,174 22,441 53,616 1,528 55,144 － 55,144

 セグメント間の内部
　売上高又は振替高

95 9 105 － 105 △105 －

計 31,269 22,451 53,721 1,528 55,249 △105 55,144

セグメント利益
又は損失（△）

2,650 527 3,177 △88 3,089 － 3,089
 

(注) １.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、家庭用家具事業及び保守サー

ビス事業並びにソフトウェア開発関連事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

　

 
Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自　平成29年１月１日 至　平成29年６月30日)

１．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

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

オフィス
関連事業

設備機器
関連事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 31,828 25,820 57,649 1,461 59,111 － 59,111

 セグメント間の内部
　売上高又は振替高

97 23 121 0 122 △122 －

計 31,926 25,844 57,771 1,462 59,233 △122 59,111

セグメント利益
又は損失（△）

2,890 981 3,871 △111 3,760 － 3,760
 

(注) １.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、家庭用家具事業及び保守サー

ビス事業並びにソフトウエア開発事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
至　平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
至　平成29年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 38円92銭 58円85銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 1,864 2,680

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
　四半期純利益金額(百万円)

1,864 2,680

普通株式の期中平均株式数(千株) 47,904 45,548
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

　

平成29年８月１日

株式会社イトーキ

取締役会　御中
　

有限責任 あずさ監査法人
 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士  　吉　田　 秀　樹　　印

 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士  　田　中　　 　徹　　印

 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士  　東　　 　大　夏　　印

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イトー

キの平成29年１月１日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イトーキ及び連結子会社の平成29年６月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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