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１. 18年  ３月期の連結業績（平成 17年 ４月 １日 ～ 平成 18年 ３月 31日）
(1)連結経営成績 　  記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売    上    高 営  業  利  益 経  常  利  益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 ３月期 69,078 △ 6.4 4,099 △17.3 4,983 △ 9.5

17年 ３月期 73,808 △18.7 4,955 △64.7 5,506 △59.9

  当期純利益 １ 株 当 た り
当期純利益

潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本
経常利益率

売 上 高
経常利益率

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

18年 ３月期 △ 7,318 △309.4 △204.38 - △ 7.4 4.0 7.2

17年 ３月期 3,494 △ 58.0 95.23 - 3.5 4.2 7.5
(注)①持分法投資損益 18年 ３月期          - 百万円      17年 ３月期        - 百万円
    ②期中平均株式数（連結） 18年 ３月期　　 35,806,968 株　    17年 ３月期    36,190,518 株
    ③会計処理の方法の変更 無
    ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態
総  資  産 株  主  資　本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年 ３月期 120,439 95,157 79.0 2,671.87

17年 ３月期 128,790 101,404 78.7 2,800.63

(注)①期末発行済株式数（連結）　18年 ３月期 　　35,614,442株　　　17年 ３月期    36,190,442 株

(3)連結キャッシュ･フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期　末　残　高
百万円 百万円 百万円 百万円

18年 ３月期 7,911 54 △ 2,303 36,084

17年 ３月期 7,084 △ 3,265 △ 1,686 28,997

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
    連結子会社数  22　社   持分法適用非連結子会社数　 0　社   持分法適用関連会社数　 1　社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
    連結（新規）0　社  （除外）1　社   持分法（新規）1　社  （除外）　0　社

２. 19年 ３月期の連結業績予想（ 平成 18年 ４月１日  ～  平成 19年 ３月 31日 ）
　 売　　上　　高 経　常　利　益 当　期　純　利　益

百万円 百万円 百万円

中間期 30,400 1,860 1,650

通　　期 65,300 6,010 5,150

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 　　144 円 60 銭 （予想年間期中平均株式数による）

※上記の予想は発表日現在において、入手可能な情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや様々な要因の
　変化により、実際の業績は業績予想とは異なる可能性があります。
　なお、業績予想に関連する事項については、添付資料の11ページを参照して下さい。
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２．経 営 方 針 
 

（１）経営の基本方針 

当社グループは業界のリーディングメーカーとして『顧客最優先の開発経営』を経営理念

とし、常に顧客のニーズに対応し、独自のノウハウとアイデアを盛り込んだ魅力のある製品

づくりを通して、社会に貢献することを基本方針としております。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する配当方針を重要施策のひとつと考えており、長期的な経営基盤の強

化に努めるとともに、業績に裏付けされた成果配分を安定的・継続的に行うことを経営の基

本方針としております。内部留保資金につきましては、研究開発・生産・販売及びサービス

における競争力の強化を目的とした研究開発投資、設備投資等に充当し、一層の業績向上に

努めたいと考えております。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流通活性化及び投資家層の拡大を図るため、既に平成９年７月 14 日に

株式の売買単位を 1,000 株から 100 株に変更し、投資家層が参加しやすい環境が整っている

ものと考えております。平成 18 年３月末の株主数は 17,421 人で、そのうち個人株主数は

17,054 人と多くの投資家の皆様方に株式を保有していただいております。今後も、当社株式

の投資単位につきましては、株価水準及び市場の要請等を勘案し、その費用ならびに効果等

を慎重に検討したうえで、対処してまいりたいと考えておりますが、現段階におきましては、

具体的な施策及びその時期等につきましては未定であります。 

 

（４）中期的な経営戦略と対処すべき課題 
当社グループを取り巻く市場環境につきましては、グローバルなデジタル化の進展が世界

的規模で写真市場に大きな変革をもたらしており、消費者の価値観に変化が見られ、写真に
対するニーズが多様化してきております。一方、銀塩フィルムの消費量は減少しているもの
の、デジタルカメラの使用機会の増加によりショット数は増加し、比例してデジタルプリン
トの出力機会が増加しております。 
当社としましては、こうした環境の変化に対応すべく、グループをあげてコスト削減、開

発力強化、販売力強化等に取り組み、基盤事業である写真関連事業を徹底的に追求し、業界
トップ企業としての体制を築き上げるとともに、新規事業も着実に育ててまいりたいと考え
ております。 

 

具体的には、以下のとおりであります。 

 

（写真関連事業） 

・新たな商材や周辺機器を積極的に提案し、消費者ニーズの活性化を図るとともに、ミニ

ラボ店でのデジタルプリントの出力環境を整備し、集客力の向上と店頭プリントの効率

化支援を推進してまいります。 

・戦略的な営業体制を確立し、成長が期待される BRICs 市場における営業力強化など、地

域戦略を積極的に実施することで、デジタルミニラボのシェア拡大に取り組み業界トッ

プ企業としての確実な基盤作りを推進してまいります。 

・業務プロセスやバリューチェーンの改革などを通じて、コスト効率の抜本的改善を実施

し、卓越した競争力の優位性を発揮すると同時に、世界的規模でのフルデジタル化に対
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応する戦略製品の開発と製品ラインアップの拡充に取り組んでまいります。 

・メンテナンスサービス事業を再構築し、事業の収益性を改善すると同時に、受託サービ

ス業務を通じ、新たな販売チャネルへの販路を拡大させてまいります。 

・ネットプリントやポートレート市場など写真関連事業における潜在市場を拡大するため

に、製品の開発やサービス業務の拡充に取り組んでまいります。 

 

（新規事業） 

・ミニラボ事業で培った高付加価値製品を生み出す開発力や生産技術、グローバルに展開

する販売やサービス網などの強みを活用し、事業のシナジー効果を最大限に発揮するイ

メージング事業の推進に取り組んでまいります。 

・事業の更なる躍進と飛躍を図るために、当社の強みである技術開発力、組み立て・生産、

精密加工技術を生かしたものづくり事業の推進に取り組んでまいります。 

・新規事業を開拓するため経営資源の投入領域を医療及び環境関連事業などの成長分野に

絞り、新たな事業ポートフォリオの確立をめざし、事業の拡充により企業の持続的な成

長に取り組んでまいります。 

 

これらを実践し、更なる事業の構造改革に努めることで、業績の早期回復を図るとともに、

連結経営管理体制を強化し、競争力と収益性の向上に努めてまいりたいと考えております。 

こうした基本戦略に基づき、当社はグローバル企業として、経営の成長性、収益性及び効

率性の向上に取り組み、売上高成長率、売上高経常利益率を指標とし、業績の拡大を目指し

てまいります。 

 

（５）親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

親会社等 属性 親会社等の議決

権所有割合 

親会社等が発行する株券が 

上場されている証券取引所等 

 

西本興産（株） 

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社 

  

42.17% 

 

なし 

 

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と

の関係 

 当社は、西本興産（株）との間で、人的関係、資本的関係及び取引関係を有しております。

具体的には、同社は当社議決権の 42.17％を所有しており、同社の代表取締役社長である土

屋佳代は、当社の取締役を兼任しております。 

 なお、同社との間には、重要な営業上の取引はなく、当社の意思決定ならびに経営の監視

に関しては、独立性・中立性を持った「社外取締役」及び「社外監査役」に参画していただ

いていることから、一定の独立性は確保できているものと考えております。 

当連結会計年度における同社との取引に関する事項については、添付資料の 34ページ「９．

関連当事者との取引」に記載のとおりであります。 
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（６）その他、会社の経営上の重要な事項 

①コニカミノルタフォトイメージング株式会社からのサービスメンテナンス業務の受託 

当社は、コニカミノルタフォトイメージング株式会社との間で、コニカミノルタブランド

のミニラボ及び周辺機器のサービスメンテナンス業務を受託することで、平成 18 年２月 17

日に業務委託契約を締結いたしました。これにより当社は平成 18年４月１日から順次各国地

域ごとに当該業務を開始しております。 

 

②富士写真フイルム株式会社との製品開発及びアフターサービスに関する提携 

当社は、富士写真フイルム株式会社との間で、銀塩フィルムからの高画質プリントに加え、

デジタルカメラで撮影した画像を簡単・高画質にプリントする「お店プリント」のサービス

を充実させ、その需要拡大を図るため、フォトフィニッシングの分野においてデジタルミニ

ラボの製品開発、アフターサービスに関してグローバルに提携していくことで、平成 18 年３

月 13日に基本合意書を締結いたしました。 
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３．経営成績及び財政状態 
 

（１）経営成績 

当期におけるわが国経済は、雇用情勢に厳しさが残るものの、企業収益の改善が進み、設

備投資の増加や個人消費の回復などの民間需要に支えられて景気は回復基調が続きました。

一方、海外におきましては、アメリカでは好調な個人消費と設備投資により景気は拡大基調

を維持し、ヨーロッパでは外需主導の緩やかな回復傾向が続きました。また、アジアでは中

国の高成長に加え、その他のアジア諸国においても総じて景気は拡大傾向を示しました。 

しかしながら、当社グループを取り巻く市場環境につきましては、急速なデジタル化がプ

リント手段の多様化をもたらし、デジカメプリントやネットプリント・セルフプリントなど

のデジタルプリントの需要は伸びているものの、デジタルカメラの普及に伴い銀塩フィルム

の消費量の大幅な減少により銀塩プリント需要は大きく落ち込み、また撮影した画像を必ず

プリントするとは限らない環境も重なり、プリント需要全体としては非常に厳しい状況が続

きました。 

このような状況におきまして、当社グループでは、基盤事業分野であるミニラボシステム

機器においては、デジタルミニラボ「QSS-33 型」、「QSS-32 型」等の販売を中心とした事業

展開を行い、各国の市場状況に応じたマーケティング及び販売戦略を実施し、オンラインプ

リントサービスの充実を図るとともに、デジタルプリントのビジネスモデルを積極的に提案

してまいりました。 

その結果、デジタルミニラボの総販売台数は前期に比べ増加したものの、市場のニーズが

当社の主力の高付加価値製品から「QSS-33 型」等の普及型低価格機にシフトしていることと

価格競争の影響などから、ミニラボシステム機器の売上高は減少いたしました。また、地域

別では北米及び中南米での販売が増加したものの、日本国内、アジア及びヨーロッパでの販

売が落ち込んだことなどから、当期の連結売上高は 690 億 78 百万円（前期比 6.4％減）とな

りました。 

 

販売面を主要地域別にみますと以下のとおりであります。 

 

【日 本】 

日本国内におきましては、撮影した画像を必ずプリントするとは限らない環境と銀塩フィ

ルムの消費量の大幅な減少による銀塩プリント需要の落ち込みをデジタルプリント需要が吸

収できない状況で推移しました。そのため、ミニラボ店では銀塩フィルムの現像やプリント

需要の落ち込みにより収益力が低下しており、投資マインドの悪化などから新規設備投資に

対して慎重な局面が続きました。その影響を受けた国内販売は低迷し、売上高は 87 億 22 百

万円（前期比 26.4％減）となりました。 

 

【北 米】 

北米におきましては、大手顧客に対し積極的にビジネスモデルを提案し、省スペースでコ

ストパフォーマンスに優れたデジタルミニラボ「QSS-33 型」等の販売が好調に推移しました。

また、ドルに対する為替相場が 3.0％の円安基調で推移したことから円換算額も増加し、売

上高は 245 億 73 百万円（前期比 23.1％増）となりました。 
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【ヨーロッパ】 

ヨーロッパにおきましては、ロシア市場が成長過程にあり堅調に販売を伸ばすことができ

ましたが、ドイツなどのユーロ圏における主要地域での販売が落ち込んだこと及びイギリス

での販売も減少に転じたことなどから、売上高は 130 億 55 百万円（前期比 15.8％減）とな

りました。 

 

【アジア・オセアニア】 

アジア・オセアニアにおきましては、主要販売地域である中国、インドでの販売が伸び悩

み、台湾、タイなどの販売も減少に転じました。また、近年、飛躍的に進展してきた韓国で

の設備投資が一巡し、販売が大きく減少したことなどにより、売上高は 144 億１百万円（前

期比 17.8％減）となりました。 

 

【その他】 

その他の地域におきましては、ブラジル市場が好調に推移しており、中南米全体では前期

に比べ 19.2％増と高い伸びを示しましたが、中近東での販売が前期に比べ 41.0％減と大きく

減少に転じたことなどにより、売上高は 83億 25 百万円（前期比 7.2％減）となりました。 

 

この結果、当社グループの海外売上高は 603 億 55 百万円（前期比 2.6％減）となり、連結

売上高全体に占める海外売上高比率は前期の84.0％から3.4ポイント上昇し87.4％となりま

した。 

 

次に、品目別売上状況につきましては以下のとおりであります。 

 

【ミニラボシステム機器】 

主力のミニラボシステム機器の売上高につきましては、484 億 13 百万円（前期比 7.5％減）

となりました。北米を中心に普及型ミニラボ「QSS-33 型」等の販売が好調に推移し、ミニラ

ボの総販売台数は前期を上回ったものの、主要販売機種が低価格機にシフトしたことと価格

競争の影響により販売価格が低下したことによるものです。 

 

【オプション及び補修用部品】 

オプション及び補修用部品の売上高につきましては、111 億 58 百万円（前期比 16.7％減）

となりました。「QSS-33 型」のオプション販売は増加したものの、従来機のオプション販売

が大幅に減少したことによるものです。 

 
【その他】 

その他の売上高につきましては、95億６百万円（前期比 18.2％増）となりました。これは

日本国内においてデジタルドライプリンタの販売に伴い、消耗品の販売とレンタル収入が増

加したことと海外子会社におけるサービス収入などが増加したことなどによるものです。 

 

次に、利益面につきましては、価格競争の影響による販売価格の低下などにより、売上原

価率は前期の 50.4％から 1.3 ポイント上昇し 51.7％となり、売上総利益は 333 億 97 百万円

（前期比 8.8％減）となりました。 

また、販売費及び一般管理費は、売上高の減少とコスト削減活動により、総額では前期に

比べ 23 億 47 百万円減少し、292 億 98 百万円（前期比 7.4％減）となりましたが、販売費及
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び一般管理費比率の大幅な改善には至りませんでした。 

これらの結果、営業利益は 40億 99 百万円（前期比 17.3％減）となりました。 

経常利益は、営業外収益で受取利息４億 41 百万円と、為替差益２億 89 百万円を計上した

ことなどにより、49 億 83 百万円（前期比 9.5％減）となりました。 
 
更に、昨今のデジタル化の進展が世界的規模での写真市場の変革をもたらし、市場での価

格競争は予想を上回る厳しさで推移し、売上高や収益などの業績が悪化傾向を辿っているこ
とから、当社としましては、現在の高コスト体質から早急に脱却する必要があると判断し、
以下に示すような構造改革に着手いたしました。 
 

①たな卸資産の健全化 
たな卸資産の健全化の観点から、グループ全体でアナログ製品を中心とした中古機や部品
などの過剰在庫の処理を行い、廃棄及び評価減額として 27 億 52 百万円を当期に特別損失
として計上いたしました。 

 

②人員の適正化 
人員の適正化によるスリム化と効率化を実現するために希望退職制度を実施し、グループ
全体で 889 人の削減を図りました。その費用として 63 億 70 百万円を当期に特別損失とし
て計上いたしました。 
なお、上記の退職者 889 人には、決算期末後の退職者 684 人を含んでおります。 
 

③貢献度重視人事制度の導入 
本社従業員を対象に「貢献度重視人事制度」を導入し、個人業績（成果）ならびに貢献行
動による評価結果に見合った処遇を行ってまいります。 

 
④販売・サービス拠点の統廃合の推進 
欧州子会社の再編成を行い、先進市場は統合的発想のなかで一つにまとめ、ロシア、東欧
などを重点地域として営業力の強化を図っております。その一環として、ヨーロッパ地域
の物流拠点としてオランダに設立していた物流センターの機能をノーリツ・ドイツに移管
しました。 
中国につきましては、昨年７月に生産効率面から生産方式を変更し、合わせて中国におけ
る販売拠点の統廃合も進めました。また北米をはじめその他海外各地域につきましても、
積極的に組織の再編成を進めました。更に、日本国内では、営業所・事務所の統廃合を実
施し、また写真機器等の販売子会社では店舗の閉鎖等の事業の再構築を進めております。 

 
⑤資産（土地・建物等）の売却ならびに有効活用 
当社（個別）所有の不動産について、「持たざる経営」の観点から、遊休資産を中心に本社
施設の一部を含めて売却ならびに有効活用を積極的に進めております。また、北米子会社
及び欧州子会社においても自社所有の営業施設等について売却を進めております。 

 
⑥経営責任 
予想以上の急激な環境変化に伴い、希望退職制度の実施など劇的な構造改革を実施したこ
とにより、当期の業績は大幅な当期純損失となりました。これらに対する経営責任として
取締役報酬の減額を行いました。 
 

以上により、特別損益では、厚生年金基金の代行返上益 28 億 67 百万円と役員退職慰労引

当金戻入額７億 48百万円を特別利益に計上したものの、前述のたな卸資産の健全化及び人員

の適正化に係る構造改革費用として 91 億 22 百万円を特別損失に計上しており、また、遊休

土地の減損損失として９億 65百万円、写真機器等の販売事業を営む国内子会社の収益性悪化

に伴い事業資産（店舗）の減損損失として 11 億 15 百万円を特別損失に計上しました。 
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その結果、税金等調整前当期純損失は、28 億 69 百万円（前期は税金等調整前当期純利益

55 億 66 百万円）となりました。 

法人税等は、業績の悪化により繰延税金資産の取崩しが生じた結果大幅に増加し、当期純

損失は 73億 18 百万円（前期は当期純利益 34 億 94 百万円）となりました。 

また、個別決算でみますと、売上高は 377 億 82 百万円（前期比 26.6％減）となり、営業

損失は２億 58 百万円（前期は営業利益 27 億 54 百万円）、経常利益は 7億 10 百万円（前期

比 81.5％減）、当期純損失は 86 億 40 百万円（前期は当期純利益 26億 18 百万円）となりま

した。 

  
次に、当社グループの研究開発活動につきましては、当社は創業以来、『顧客最優先の開

発経営』を経営理念とし、１枚の写真に込められた人々の想いに応えるため、常に顧客のニ

ーズにそった研究開発活動に注力し、トータルイメージングの分野において映像に関するリ

ーディングテクノロジーの研究開発に取り組んでまいりました。当社グループの当期の研究

開発に係る総額は 35 億 14 百万円となっており、当期中における主な新製品の開発状況につ

きましては以下のとおりであります。 

「QSS-3411Digital」 

フィルムプリント、デジカメプリントともに PC サイズで 2,000 枚／時という高い処理

能力をもち、画像最適化技術を搭載した高品質プリントに加え、高速処理と省力化を両

立させる豊富なオプションなど、操作性と経済性を追求した最新鋭の高能力フルデジタ

ルミニラボであります。 

 

「QSS-34PRO Digital Printer」 

高能力タイプのネットワークプリンタで、高能力フルデジタルミニラボ

「QSS-3411Digital」のプリンタープロセサーで構成するスタンドアローンプリンティ

ングシステムであります。 

 

「QSS-3501/3502」 

新しい GUI(Graphical User Interface)や画像処理技術「AccuSmartTM」(注) を搭載し、

2種類のフィルムスキャナーの選択や、縦置き、横置きどちらの機械レイアウトも可能

で多様化するお店のニーズにフレキシブルに対応したコンパクトミニラボであります。 

 

「LPS-24PRO」 

露光エンジンに QSS と同様のレーザーエンジンを搭載したワイドフォーマット対応の

銀塩プリンタープロセサーであります。 

 

「QSS-3501i」 

コンパクトミニラボ「QSS-3501」に新開発の iBeam エンジンを搭載した低価格のミニラ

ボであります。 

 

（注）「AccuSmartTM」は当社の商標です。 

 

また、当期の配当金につきましては、前述の「利益配分に関する基本方針」に基づき、１

株当たりの期末配当金を中間配当金と同様に 15 円とし、特別配当金 20 円を加え、年間配当

金は１株当たり 50円とさせていただく予定であります。 
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（２）財政状態 
当連結会計年度末の総資産は 1,204 億 39 百万円と前連結会計年度末と比較して 83 億 51

百万円減少しました。この主な内訳は流動資産が前連結会計年度末と比較して 40 億 53 百万

円減少し、固定資産が 42億 98 百万円減少したことによるものです。 

流動資産減少の主な要因は、在庫圧縮及びアナログ製品を中心とした中古機や部品などの

過剰在庫の処理を行ったことによりたな卸資産が前連結会計年度末と比較して 73 億 23 百万

円減少したこと、及び業績低迷による繰延税金資産の取崩しにより繰延税金資産が前連結会

計年度末と比較して 19億８百万円減少したこと等によるものです。一方、現金及び預金はた

な卸資産の圧縮等により前連結会計年度末と比較して 70 億 86 百万円増加しています。 

固定資産減少の主な要因は、写真機器等販売事業の業績低迷と土地時価の下落に伴い写真

機器等販売事業の事業資産及び未利用の土地に対して減損損失を計上したこと並びに当期の

総設備投資額を抑えたことにより有形固定資産が前連結会計年度末と比較して 36 億 73 百万

円減少いたしました。また、繰延税金資産の取崩しにより繰延税金資産が前連結会計年度末

と比較して 17 億 81 百万円減少しています。一方、投資有価証券は政策投資株式の期末時価

の上昇に伴い評価益が増加したこと等により前連結会計年度末と比較して 13 億 13 百万円増

加いたしました。 

負債の部は、252 億 81 百万円と前連結会計年度と比較して 21 億４百万円減少いたしまし

た。これは希望退職制度に伴う退職特別加算金等の計上により未払金が前連結会計年度末と

比較して 61 億 58 百万円増加する一方、主としてたな卸資産の圧縮と売上高の減少に対応し

た生産調整等により支払手形及び買掛金が 58 億 85 百万円、厚生年金基金の代行部分の返上

認可により退職給付引当金が 23 億 31 百万円、役員退職慰労金の支払い等により役員退職慰

労引当金が 22 億 18 百万円それぞれ前連結会計年度末と比較して減少したことによるもので

す。 

資本の部は、951 億 57 百万円と前連結会計年度末と比較して 62億 46 百万円減少いたしま

した。主な減少は、当期純損失 73 億 18 百万円、配当金の支払い 10 億 77 百万円及び自己株

式の追加取得 12 億９百万円によるもので、主な増加は、前連結会計年度末と比較して外国通

貨が円安となったことにより為替換算調整勘定が 26 億 96 百万円改善したことによるもので

す。 

 

以上の結果、資本の部は当期純損失の計上等により減少いたしましたが、たな卸資産の圧

縮、減損損失の計上等の総資産圧縮に努めた結果、当連結会計年度末の株主資本比率は

79.0％となり前連結会計年度末と比較して 0.3 ポイント上昇いたしました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは 79 億 11 百万円の資金の流入（前

年度は 70 億 84 百万円の流入）となりました。この主な要因は、生産調整による仕入債務の

減少 59 億 30 百万円（同 25 億 97 百万円の減少）、税金等調整前純損失 28 億 69 百万円（同

55 億 66 百万円の利益）、厚生年金基金の代行部分の返上認可による退職給付引当金の減少

23 億 31 百万円（同１億 94 百万円の増加）、役員退職慰労金の支払い等による役員退職慰労

引当金の減少 22 億 18 百万円（同 22 百万円の減少）等による資金の流出がある一方、たな卸

資産の圧縮によるたな卸資産の減少 86億 80 百万円（同４億 39百万円の減少）、希望退職制

度に伴う未払金の増加 63 億 70 百万円、減価償却費 31 億 34 百万円（同 35 億 17 百万円）等

による流出を上回る資金が流入したことによります。 
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（４）事業等のリスク 

①当社の事業について 

当社は写真処理機器の専業メーカーであり、当社の主力製品であるミニラボの販売ターゲ

ットとなる市場は、一般消費者が撮影したデジタル画像の出力や銀塩フィルムを現像、焼付

け処理する現像所（基幹ラボと呼ばれる規模のもの）から小規模写真処理店（ミニラボ店）

に至る範囲のいわゆる写真処理市場であります。従いまして、写真処理市場は、一般消費者

が撮影する写真（デジタル写真含む）の量、つまり、撮影量とそのプリント量に影響されま

す。近年、銀塩フィルムの消費が減少を続け、銀塩写真のプリント量が減少しております。

一方、デジタルカメラの急速な普及に伴い、デジタルプリントは着実に増加しております。

このような環境は写真処理市場の設備投資に影響を与え、それが当社の業績に影響を与える

可能性があります。 

 

②為替の影響について 

当社の連結売上高に占める海外売上高の割合は、平成 14 年３月期 74.3％、平成 15 年３月

期 76.1％、平成 16 年３月期 85.5％、平成 17 年３月期 84.0％と高い水準になっております。 

当社は、為替変動リスクをヘッジするために為替予約及び通貨オプション取引を行ってお

りますが、為替変動が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
なお、平成 18 年３月期の連結売上高に占める海外売上高の割合は、87.4％となっておりま

す。 
 
 平成 14 年 

３月期 
平成 15 年 
３月期 

平成 16 年 
３月期 

平成 17 年 
３月期 

平成 18 年 
３月期 

日本 25.7% 23.9% 14.5% 16.0% 12.6% 
北米 33.4% 29.8% 42.9% 27.0% 35.6% 
ヨーロッパ 17.7% 18.2% 17.9% 21.0% 18.9% 
アジア・オセアニア 15.5% 19.7% 16.4% 23.8% 20.8% 
その他 7.7% 8.4% 8.3% 12.2% 12.1% 

海外全体 74.3% 76.1% 85.5% 84.0% 87.4% 
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

連結売上高（百万円） 66,627 78,602 90,734 73,808 69,078 
 

③海外活動に係るリスクについて 

 当社は、世界に販路を拡大しており、現在では各国の現地法人 20社などを通じて、180 カ

国以上に製品を供給しておりますが、当社が事業活動をしている様々な市場における景気後

退やそれに伴う需要の縮小、あるいは海外各国における予期せぬ事故、法規制等の変更によ

り、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

④本社工場における集中生産について 

 当社グループの製品は、主に本社工場において集中生産を行っております。その為、
天災や人災等により工場設備が著しい被害を受け、生産活動ができなくなる可能性も認
識しております。当社グループでは、本社工場以外に中国・上海とブラジル・マナウス
に工場を有しており、製品を生産できる体制をとっております。また、本社工場では部
品製造の内製化率の見直しや部品の調達先及び外注先との関係強化により、新たなサプ
ライチェーンの構築を図ることで、本社工場での部品の製造が困難になった場合でも、
調達により海外工場に部品を供給できる体制も検討しております。



  - 13 -  

⑤イーストマンコダック社との取引について 

当社は、長年にわたりイーストマンコダック社と世界的規模での技術開発及び販売面にお

いて、緊密な協調体制を築いてまいりました。更に当社は、平成 14 年９月に同社との間で、

共同開発契約並びに全世界供給契約を締結いたしました。当社の連結売上高に占める同社グ

ループ向けの売上高割合は、平成 14 年３月期 21.9％、平成 15 年３月期 26.9％、平成 16 年

３月期 44.7％、平成 17年３月期 30.7％、平成 18年３月期 15.1％となっております。また、

平成 16 年３月期の売上高割合が急激に増加しておりますのは、前述の全世界供給契約の販売

効果によるものであり、同社のミニラボの設備投資動向や購買政策等により、当社の業績は

影響を受ける可能性があります。なお、当該契約につきましては、本年９月をもって終結し

ます。 

 

⑥過去の業績変動について 

平成 14 年３月期の連結業績は、売上高はほぼ横這いとなったものの、販売価格競争の激化

や初期のデジタルミニラボの原価率が高かったことによる売上原価率の上昇、北米子会社の

サービス支援体制強化による費用の増加、及び米国の大手流通業の店舗に設置した製品にか

かるファイナンスリース未収金の引当処理をしたことによる販売費及び一般管理費の増加に

より、営業利益は大幅に減少いたしました。 

平成 15 年３月期の連結業績は、主力製品がデジタルミニラボに替わり、販売が好調に推移

したことによる売上高の増加と売上原価率の改善により、営業利益、経常利益、当期純利益

とも、前期を大きく上回ることができました。 

また、平成 14 年３月期及び平成 15 年３月期の連結業績において、経常利益及び当期純利

益が個別を下回っておりますのは、平成 14 年３月期は海外子会社の業績不振によるもので、

平成 15 年３月期は子会社との取引にかかる未実現利益の増加と海外子会社における為替差

損の発生によるものであります。 

平成 16 年３月期の連結業績は、北米において、イーストマンコダック社との全世界供給契

約による販売効果に特需的な要因も加わり、海外売上高が大幅に増収となり、販売費及び一

般管理費は増加したものの、継続的なコストダウン活動の実施と操業度の向上等により、営

業利益、経常利益、当期純利益とも、大幅に増加いたしました。 

平成 17 年３月期の連結業績は、北米では特需効果がなくなった影響が非常に大きく、海外

売上高が大幅に減少し、中古アナログ製品の在庫の廃棄及び製品評価減を積極的に実施した

ことなどから、営業利益、経常利益、当期純利益とも、大幅に減少いたしました。 

なお、平成 18年３月期の連結業績につきましては、添付資料の 6ページ「３．経営成績及

び財政状態」に記載のとおりであります。 
                                   （単位：百万円） 

 
平成 14 年 
３月期 

平成 15 年 
３月期 

平成 16 年 
３月期 

平成 17 年 
３月期 

平成 18 年 
３月期 

売 上 高 66,627 78,602 90,734 73,808 69,078 
営 業 利 益 2,715 9,057 14,044 4,955 4,099 
経 常 利 益 2,952 8,231 13,741 5,506 4,983 

 
連 
結 
 当期純利益又は当期純損失(△) 1,503 3,861 8,323 3,494 △7,318 

売  上  高 48,315 58,528 63,697 51,463 37,782 
営業利益又は営業損失(△) 4,366 8,697 8,180 2,754 △258 

経 常 利 益 5,836 8,849 8,345 3,840 710 
個 
別 

当期純利益又は当期純損失(△) 3,439 4,283 5,117 2,618 △8,640 












































