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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 37,592 ― 483 ― 734 ― △1,511 ―

20年3月期第3四半期 48,699 13.1 4,756 32.5 5,643 33.6 3,838 2.1

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

21年3月期第3四半期 △42.44 ―

20年3月期第3四半期 107.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 106,959 90,826 84.9 2,550.30
20年3月期 115,490 96,961 84.0 2,722.55

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  90,826百万円 20年3月期  96,961百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 15.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 30.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 49,200 △21.4 △2,210 ― △1,070 ― △3,800 ― △106.70

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 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３ページを参照してください。 
2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  36,190,872株 20年3月期  36,190,872株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  576,646株 20年3月期  576,513株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  35,614,291株 20年3月期第3四半期  35,614,415株
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当第３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、原油をはじめとする各種コモ
ディティー価格の高騰問題は解消されたものの、サブプライムローン問題に端を発する米国発の金融不安
が更に深刻度を深め、世界的な金融収縮に見舞われました。 
その上、円高・株安が進行したことにより、設備投資・個人消費とも低調となり、まさに世界的なリセ

ッション局面で推移することになりました。 
このような状況のなか、当社グループでは前期に引続きプリント需要の拡大を目指し、継続的に写真関

連事業を徹底して見直してまいりました。 
しかしながら、世界的なデジタルカメラの普及により、デジタルプリントの需要は伸びたもののエマー

ジング市場においてもフィルムプリントの需要が大きく後退しており、世界的な消費動向の減退も相俟っ
て、ミニラボ店でのプリント需要全体としては依然厳しい状況が続いております。 
その結果、平成21年３月期第３四半期連結累計期間の売上高は、375億92百万円（前年同期比22.8％

減）となりました。内訳としては国内売上高が53億40百万円（前年同期比18.8％減）、海外売上高は322
億51百万円（前年同期比23.4%減）となりました。 
販売費及び一般管理費につきましては、グループ全体に及ぶ構造改革を実施したことによる人件費の削

減はあったものの、研究開発費が増加したこと等により、195億98百万円（前年同期比0.1％減）となり、
売上高の大幅な減少により、営業利益は４億83百万円（前年同期比89.8％減）となりました。 
また、受取利息が前年同期に比べ93百万円増加したものの、為替差損が８億54百万円増加し、特別損失

としてスペインにおける代理店契約解除に伴う和解金４億５百万円に加え、リーマン・ブラザーズ社破綻
等に伴う有価証券評価損を３億45百万円計上したこと、繰延税金資産の取崩し６億20百万円を実施したこ
と等により、四半期純損失は15億11百万円となりました。 
  
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。 
  

日本国内におきましては、基盤事業分野である写真関連事業において、ミニラボ店の集客力の向上と
店頭プリントの効率化支援を引続き提案してまいりましたが、市場環境は依然厳しさを増しており、売
上高は53億40百万円（前年同期比18.8％減）と前年同期を下回りました。 

  

北米におきましては、連結売上高の３割強を占める 重点地域であり、顧客毎や市場に応じた販売戦
略を強化しております。ただ、前年は大手顧客向け販売が当初の計画よりも前倒しで実現していました
が、今期はその反動が出ていることに加え、米国における金融不安による信用収縮や消費低迷の影響で
大手顧客の出店ペースが極端に鈍化したことにより、売上高は135億11百万円（前年同期比30.3％減）
と前年同期を大きく下回りました。 
  

ヨーロッパにおきましては、銀塩機からドライ機へのシフトが予想される環境に加え、北米同様金融
不安による信用収縮や消費低迷の影響により、顧客の買い控えが顕著に見られるマーケットとなり、売
上高は71億24百万円（前年同期比6.9％減）と前年同期を下回りました。 
  

アジア・オセアニアにおきましては、第１四半期における本社基幹システム入替に伴う生産遅れの影
響をカバーしきれず、売上高は63億75百万円（前年同期比22.3％減）と前年同期を大きく下回りまし
た。 
  

その他の地域におきましては、アジア・オセアニアと同様の理由により全般的に低調な販売状況とな
り、売上高は52億40百万円（前年同期比23.9％減）と前年同期を大きく下回りました。 
  
※定性的情報における「前年同期比増減率」につきましては、参考として記載しております。 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

【日  本】

【北  米】

【ヨーロッパ】

【アジア・オセアニア】

【そ の 他】
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当第３四半期末における総資産は1,069億59百万円となり、前連結会計年度末と比較して85億30百万
円減少しました。 
流動資産は、96億75百万円の減少となりました。これは主に受取手形及び売掛金が39億54百万円、有

価証券が24億61百万円減少したことによるものです。 
固定資産は、11億44百万円の増加となりました。これは主に投資有価証券が22億36百万円増加したこ

とと、有形固定資産が減価償却等により９億15百万円減少したことによるものです。 
負債は、23億95百万円の減少となりました。流動負債が17億14百万円、固定負債が６億81百万円減少

したことによるものです。 
純資産は、61億34百万円の減少となりました。これは評価・換算差額等が39億６百万円減少したこと

と、利益剰余金が22億28百万円減少したことによるものです。 
以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して0.9ポイント増の84.9%となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは48億８百万円の資金の増加（前年同四半期は、46億17百万円の
増加）となりました。資金の増加の主な要因は、売上債権の減少額28億77百万円、減価償却費18億15百
万円、たな卸資産の減少額８億97百万円となっております。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは１億62百万円の資金の減少（前年同四半期は、28億25百万円の
減少）となりました。資金の減少の主な要因は、投資有価証券の取得による支出57億48百万円、有形固
定資産の取得による支出６億70百万円となっております。資金の増加の主な要因は、有価証券の償還に
よる純増額74億３百万円となっております。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払などにより11億38百万円の資金の減少（前年同四
半期は10億83百万円の減少）となりました。 
  
以上の結果、当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は352億47百万円となり、前連結会

計年度末に比べ15億30百万円増加しました。 
  

通期の連結業績予想につきましては、平成20年10月30日公表の「平成21年３月期 第２四半期決算短
信」に記載のとおりであり、業績予想は修正しておりません。 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

従来、決算日が12月31日であったNORITSU KOKI AUSTRALIA PTY. LIMITEDについては、決算日を３
月31日に変更しております。この変更により、当第３四半期連結累計期間は、平成20年４月１日から
平成20年12月31日までの９ヶ月間を連結しております。 
なお、平成20年１月１日から平成20年３月31日までの３ヶ月間の損益については利益剰余金に計上

するとともに、キャッシュ・フローについては現金及び現金同等物の期首残高の修正項目として計上
しております。 
  

税金費用の計算 
税金費用については、当第３四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
算しております。 

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半
期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期
連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)が
適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法)により算定しております。 
これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ47百万円減少し、税金

等調整前四半期純損失は47百万円増加しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  
③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の
取扱い」(実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま
す。 
これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は43百万円、経常利益は61百万円それぞれ減少

し、税金等調整前四半期純損失は64百万円増加しております。 
なお、この修正において、当連結会計年度期首の利益剰余金が325百万円増加しております。 
また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  
④リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日
(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成
19年３月30日改正))が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適
用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適
用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース
取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法を採用しております。 
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリー
ス資産を計上する方法によっております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に106百万円計上されて

おり、また、損益に与える影響はありません。 
  

4. その他
(1) 期中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)

(2) 連結子会社の四半期連結決算日の変更

(3) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(4) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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(追加情報) 
有形固定資産の耐用年数の変更 

法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、第１四半期連結会計期間より機械
装置の耐用年数を10年から７年に変更しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業
利益及び経常利益はそれぞれ44百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は44百万円増加しておりま
す。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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5.【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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,446 27,367

受取手形及び売掛金 9,944 13,898

有価証券 16,011 18,472

商品及び製品 12,661 14,331

仕掛品 712 1,159

原材料及び貯蔵品 363 157

繰延税金資産 592 1,480

その他 2,837 2,485

貸倒引当金 △459 △568

流動資産合計 69,109 78,784

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 32,309 32,464

機械装置及び運搬具 7,981 8,256

土地 12,758 12,827

建設仮勘定 3 23

その他 20,549 21,115

減価償却累計額 △47,331 △47,501

有形固定資産合計 26,270 27,185

無形固定資産 1,703 1,914

投資その他の資産   

投資有価証券 6,984 4,747

長期貸付金 535 544

前払年金費用 492 560

繰延税金資産 304 196

その他 1,849 1,827

貸倒引当金 △290 △271

投資その他の資産合計 9,876 7,605

固定資産合計 37,850 36,705

資産合計 106,959 115,490
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,166 7,832

未払法人税等 780 630

繰延税金負債 27 7

賞与引当金 324 701

債務保証損失引当金 157 189

製品保証引当金 714 688

その他 4,529 6,366

流動負債合計 14,702 16,416

固定負債   

繰延税金負債 39 465

退職給付引当金 23 22

その他 1,368 1,623

固定負債合計 1,430 2,111

負債合計 16,132 18,528

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,025 7,025

資本剰余金 17,913 17,913

利益剰余金 68,495 70,724

自己株式 △1,211 △1,210

株主資本合計 92,223 94,452

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △85 598

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 △1,311 1,911

評価・換算差額等合計 △1,396 2,509

純資産合計 90,826 96,961

負債純資産合計 106,959 115,490
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

売上高 37,592

売上原価 17,511

売上総利益 20,081

販売費及び一般管理費 19,598

営業利益 483

営業外収益  

受取利息 972

受取配当金 41

持分法による投資利益 45

その他 318

営業外収益合計 1,377

営業外費用  

支払利息 8

為替差損 1,005

その他 112

営業外費用合計 1,126

経常利益 734

特別利益  

固定資産売却益 15

貸倒引当金戻入額 51

債務保証損失引当金戻入額 4

その他 1

特別利益合計 73

特別損失  

固定資産除売却損 83

投資有価証券売却損 41

投資有価証券評価損 345

和解金 405

特別損失合計 875

税金等調整前四半期純損失（△） △67

法人税、住民税及び事業税 751

法人税等調整額 692

法人税等合計 1,444

四半期純損失（△） △1,511
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31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損失（△） △67

減価償却費 1,815

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19

賞与引当金の増減額（△は減少） △376

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 49

製品保証引当金の増減額（△は減少） 42

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0

前払年金費用の増減額（△は増加） 68

受取利息及び受取配当金 △1,013

支払利息 8

為替差損益（△は益） 685

投資有価証券評価損益（△は益） 345

投資有価証券売却損益（△は益） 41

持分法による投資損益（△は益） △45

有形固定資産除売却損益（△は益） 67

売上債権の増減額（△は増加） 2,877

たな卸資産の増減額（△は増加） 897

仕入債務の増減額（△は減少） 364

前受収益の増減額（△は減少） △292

その他 △1,126

小計 4,321

利息及び配当金の受取額 1,001

利息の支払額 △8

法人税等の支払額 △505

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,808

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 △4,881

定期預金の払戻による収入 4,341

有価証券の取得による支出 △4,286

有価証券の償還による収入 11,690

信託受益権の取得による支出 △1,400

信託受益権の償還による収入 900

有形固定資産の取得による支出 △670

有形固定資産の売却による収入 48

投資有価証券の取得による支出 △5,748

貸付けによる支出 △5

貸付金の回収による収入 14

その他 △165

投資活動によるキャッシュ・フロー △162
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △70

配当金の支払額 △1,068

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,138

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,243

現金及び現金同等物の期首残高 33,717

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増加額

286

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,247
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、写真処理機器の販売及び写真用品の販売・写真の現像・焼付サービスを事業として
行っておりますが、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める写真処理機器の販売事
業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

  

当第３四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
  
(注) １ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

２ 国又は地域の区分の方法及び本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度及び社内管理体系によっております。 

  (2) 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北米………………アメリカ・カナダ 

ヨーロッパ………ドイツ・イタリア・イギリス 

 
その他の地域……ブラジル・メキシコ 

３ 会計処理の方法の変更 

  (1) 棚卸資産の評価に関する会計基準 

  【定性的情報・財務諸表等】4. その他に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用し

ております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第３四半期連結累計期間の営業

利益は、日本において47百万円減少しております。 

  (2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い 

  【定性的情報・財務諸表等】4. その他に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸

表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告18号 平成18年５月17日)

を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較

して、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、ヨーロッパにおいて43百万円減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 【事業の種類別セグメント情報】

 【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

北米 
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

その他
の地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に
   対する売上高

13,211 11,870 6,652 3,555 2,302 37,592 ─ 37,592

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

11,450 134 38 87 158 11,870 (11,870) ─

計 24,662 12,005 6,690 3,643 2,460 49,462 (11,870) 37,592

  営業費用 25,418 11,434 7,355 3,483 2,346 50,039 (12,929) 37,109

  営業利益又は 
営業損失(△)

△756 571 △665 159 113 △576 1,059 483

アジア・
オセアニア

………中国・オーストラリア・マレーシア
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４ 追加情報 

  (有形固定資産の耐用年数の変更) 

  【定性的情報・財務諸表等】４．その他に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を10年から７年に変更しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比較して、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、日本において44百万円減少

しております。 

  

当第３四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
  

(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

  (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度及び社内管理体系によっております。 

  (2) 各区分に属する主な国又は地域 

北米………………アメリカ・カナダ 

ヨーロッパ………ドイツ・イタリア・イギリス 

 
その他の地域……ブラジル・メキシコ 

  

該当事項はありません。 

  

 【海外売上高】

北米 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

その他の 
地域

計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,511 7,124 6,375 5,240 32,251

Ⅱ 連結売上高(百万円) 37,592

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

35.9 19.0 17.0 13.9 85.8

アジア・
オセアニア

………インド・中国・オーストラリア

(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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「参考資料」

前年同四半期に係る連結財務諸表等

(1) （要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 48,699

Ⅱ 売上原価 24,324

   売上総利益 24,374

Ⅲ 販売費及び一般管理費 19,618

   営業利益 4,756

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 878

   受取配当金 53

   その他 401

   営業外収益合計 1,333

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 8

   為替差損 151

   売上割引 56

   持分法による投資損失 55

   その他 173

   営業外費用合計 445

   経常利益 5,643

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 333

   貸倒引当金戻入額 137

   債務保証引当金戻入額 29

   特別利益合計 500

Ⅶ 特別損失

   固定資産除売却損 124

   減損損失 609

   過年度製品保証引当金繰入額 407

   特別退職金 149

   特別損失合計 1,289

   税金等調整前四半期純利益 4,854

   法人税等 1,016

   四半期純利益 3,838
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 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 4,854

   減価償却費 1,734

   減損損失 609

   貸倒引当金の減少額 △ 89

   賞与引当金の減少額 △ 374

   債務保証引当金の減少額 △ 32

   製品保証引当金の増加額 435

   退職給付引当金の増加額 0

   前払年金費用の増加額 △ 80

   受取利息及び受取配当金 △ 932

   支払利息 8

   為替差益 △ 147

   持分法による投資損失 55

   有形固定資産除売却益 △ 209

   売上債権の増加額 △ 2,568

   たな卸資産の減少額 544

   仕入債務の減少額 △ 232

   前受収益の増加額 439

   その他 805

    小計 4,821

   利息及び配当金の受取額 909

   利息の支払額 △ 8

   法人税等の支払額 △ 1,104

   営業活動によるキャッシュ・フロー 4,617

Ⅱ 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 △ 7,851

   定期預金の払戻による収入 8,017

   有価証券の取得による支出 △ 6,252

   有価証券の償還等による収入 4,728

   信託受益権等の購入による支出 △ 3,500

   信託受益権等の償還による収入 5,400

   有形固定資産の取得による支出 △ 836

   有形固定資産の売却による収入 978

   投資有価証券の取得による支出 △ 3,335

   貸付けによる支出 △ 473

   貸付金の回収による収入 105

   その他 192

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,825

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 40

   短期借入金の返済による支出 △ 45

   ファイナンス・リース債務の返済による支出 △ 9

   配当金の支払による支出 △ 1,068

   自己株式の取得による支出 △ 0

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,083

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 113

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 822

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 36,391

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 37,213
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当社グループは、写真処理機器の販売及び写真用品の販売・写真の現像・焼付サービスを事業として
行っておりますが、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める写真処理機器の販売事
業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

  

前第３四半期連結会計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
  
(注) １ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

２ 国又は地域の区分の方法及び本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度及び社内管理体系によっております。 

  (2) 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北米………………アメリカ・カナダ 

ヨーロッパ………ドイツ・イタリア・イギリス 

 
その他の地域……ブラジル・メキシコ 

３ 会計方針の変更 

  当社及び国内連結子会社は、当四半期連結会計期間より平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比較して、当四半期連結会計期間の営業費用は、日本が34百万円増加し、営業利益が同額減少して

おります。 

４ 追加情報 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当四半期連結会計期間の営業費用

は、日本が164百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

 

(3) セグメント情報

 【事業の種類別セグメント情報】

 【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

北米 
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

その他
の地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に
   対する売上高

14,074 19,564 7,577 4,379 3,104 48,699 ― 48,699

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

17,649 531 138 195 88 18,603 (18,603) ―

計 31,724 20,095 7,715 4,574 3,192 67,302 (18,603) 48,699

  営業費用 29,241 19,136 8,073 4,022 2,793 63,266 (19,323) 43,943

  営業利益又は 
営業損失(△)

2,482 959 △357 552 399 4,035 720 4,756

アジア・
オセアニア

………中国・フィリピン・台湾
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前第３四半期連結会計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
  

(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

  (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度及び社内管理体系によっております。 

  (2) 各区分に属する主な国又は地域 

北米………………アメリカ・カナダ 

ヨーロッパ………イタリア・ドイツ・イギリス 

 
その他の地域……ブラジル・メキシコ 

 【海外売上高】

北米 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

その他の 
地域

計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,378 7,653 8,203 6,889 42,125

Ⅱ 連結売上高(百万円) 48,699

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

39.8 15.7 16.9 14.1 86.5

アジア・
オセアニア

………インド・中国・韓国
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