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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 8,277 △28.5 △929 ― △909 ― △787 ―

21年3月期第1四半期 11,584 ― 421 ― 555 ― 442 ―

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

22年3月期第1四半期 △28.78 ―

21年3月期第1四半期 16.18 ―

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

22年3月期第1四半期 56,449 41,251 72.1 1,487.39
21年3月期 57,597 41,939 71.9 1,513.79

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  40,688百万円 21年3月期  41,411百万円

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

21年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

18,700 △23.1 △1,000 ― △1,000 ― △600 ― △21.93

通期 48,000 △2.0 2,100 △31.8 2,000 △13.8 1,000 30.0 36.56
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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）  有  
〔除外 1社 （社名 アロカテクニカルサービス株式会社）〕 
〔（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。〕 

(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  無  

(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） 

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
て、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、5ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 28,350,400株 21年3月期  28,350,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  994,464株 21年3月期  994,464株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 27,355,936株 21年3月期第1四半期 27,356,007株
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 当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、米国金融危機に端を発した世界的な景気後退の影響を受け、

厳しい経済環境が続いています。 

 医療機関を取り巻く環境も、医療費抑制を目的とした医療制度改革の影響や経済不安による予算縮小による設備

投資抑制等が続いており、経営にとって厳しいものとなっています。また、医療機関の検体検査部門、臨床検査セ

ンターは、昨年来の経済不況の中で検査数は保たれているものの、予算の縮小・執行延期の中で業務改善に取組ん

でいます。 

 原子力関連事業を取り巻く環境は、金融危機を発端とする世界的な景気減速の中でも、原子力に関する関心が

徐々に高まりを見せ、将来のエネルギー源確保に向け検討が進められています。一方、国内では地震により長期に

停止していた発電所が運転を再開するなど明るい兆しが見られるようになってきています。 

 このような状況の中、当社グループは中期経営計画に基づき基本戦略を継続的に推し進めてまいりましたが、医

用電子装置部門、汎用分析装置部門および医用分析装置部門ともに減収となりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は82億7千7百万円と前年同四半期比28.5％の減収となり、営

業損失は9億2千9百万円（前年同四半期は営業利益4億2千1百万円）、経常損失は9億9百万円（前年同四半期は経常

利益5億5千5百万円）、四半期純損失は7億8千7百万円（前年同四半期は四半期純利益4億4千2百万円）となりまし

た。  

  

 事業の部門別の業績は次のとおりです。  

  

 医用電子装置部門 

 当部門の国内の超音波診断装置は、消化器系がん診断用の新しい造影剤対応や新技術によるメタボリックシンド

ロームに対する血管機能評価への対応を進め、さらに乳がん検診分野において超音波診断の有用性の周知に努めま

した。これらの推進により広範囲のユーザーから高い評価を得て、高機能を備えた上位機種が順調に伸張し、また

普及機種も堅調な伸びを示したものの、中位機種の価格競争が一層激化しその影響を受け僅かながら減少しまし

た。 

 海外では、金融危機、円高の影響を依然として受けており、代理店への売渡価格の見直し等の諸策の効果が徐々

に出始めていますが、減少傾向解消までには至りませんでした。 

 また、骨粗しょう症診断装置関連ではＸ線を利用した測定装置が引き続き伸張しました。 

 この結果、当部門の売上高は66億4千6百万円となり、前年同四半期を21.9％下回りました。  

  

 汎用分析装置部門  

 当部門の主力製品である放射線測定装置及び放射線(能）管理装置は、原子力関連事業所向けの前連結会計年度

末受注残が少なく、病院・研究施設向けの売上も前年同四半期を下回った事から、売上高は4億9千1百万円となり

前年同四半期を38.1％下回りました。 

 しかしながら、原子力関連施設からの放射線(能）管理装置、立地自治体向け放射線(能）管理装置の受注が順調

に積み上がっている事、さらに今後は政府による景気刺激策の効果が徐々に出始める事が期待され、当第２四半期

連結会計期間以降徐々に回復すると判断しています。 

  

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
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 医用分析装置部門 

 当部門の主力製品である検体前処理システム関連装置は前連結会計年度のような大型物件の納入が少なく、売上

は前年同四半期を大きく下回りました。また、診断薬メーカーへのＯＥＭ分析装置は、国内向け、海外向け共に売

上は堅調に推移しました。 

 なお、新型インフルエンザの国内発症を受け、当部門取扱い製品であるゼオライトマスクが公官庁・企業の危機

管理用として購入が相次ぎました。 

 この結果、当部門の売上高は11億3千8百万円となり、前年同四半期を50.1％下回りました。  

  

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。 

  

 日本地域  

 医用電子装置部門の主力である超音波診断装置は、中位機種で価格競争が激化している影響を受け減収となりま

した。また、汎用分析装置部門は、原子力関連施設向けが回復傾向にあるものの、前連結会計年度末受注残の減少

もあり減収となり、医用分析装置部門も、診断薬メーカー向けＯＥＭ分析装置は堅調に推移したものの、検体前処

理システム関連装置が前年同四半期に比べ大型物件の納入が少なく減収となりました。  

 この結果、当地域の売上高は72億5千2百万円となり、前年同四半期を25.6％下回りました。 

  

 西ヨーロッパ地域  

 金融危機により、超音波診断装置は市場価格が下落し、中心購買機種も中位機種へ移行しています。このため、

高級機種の販売は若干落込みましたが、中位機種の販売台数が伸びて、補完する販売台数となりました。しかしな

がら、販売機種の１台当りの単価が低下した為、売上は減収となりました。 

 この結果、当地域の売上高は18億4千9百万円となり、前年同四半期を35.4％下回りました。 

   

 アジア地域  

 中国では、金融危機の影響が出始めて売上の伸び率は鈍化したものの、中心購買機種が中位機種へ移行している

事や販売台数が伸びた事もあり、増収となりました。 

 台湾では、金融危機の影響で買い控えや機種更新の先送りが出ており、売上は減収となりました。 

 この結果、当地域の売上高は17億1千3百万円となり、前年同四半期を6.9％上回りました。 

  

 なお、当第１四半期連結会計期間より、従来、「東アジア」としておりました地域区分を「アジア」として表示

しています。これは、インドに設立した連結子会社の生産・販売開始によるものであり、前年同四半期比較にあた

っては影響ありません。  
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当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して11億4千8百万円減少し、564億4千9百万

円となりました。 

この主な要因は、たな卸資産が24億5百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が39億4千3百万円減少したこ

と等によるものです。 

また、負債の部は4億6千万円減少し、151億9千8百万円となりました。この主な要因は、賞与引当金が7億2千6百

万円減少したこと等によるものです。 

純資産の部は、6億8千7百万円減少し、412億5千1百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

  

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し

て2千3百万円増加し、119億6千万円となりました。なお、前年同四半期末と比較して15億1千6百万円増加しまし

た。 

当第１四半期連結会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) 

  

当第１四半期連結会計期間において増加した資金は7億6千8百万円で、これは主に、税金等調整前四半期純損失8

億7千3百万円、たな卸資産の増加による減少額22億9千万円、売上債権の減少に伴う増加額40億1千8百万円があっ

たこと等によるものです。 

なお、前年同四半期と比較して5億3千5百万円の増加となりました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

  

当第１四半期連結会計期間において支出した資金は3億8千1百万円で、これは主に、定期預金の預入による支出1

億6千万円、有形固定資産の取得による支出1億2千9百万円があったこと等によるものです。 

なお、前年同四半期と比較して3億1千3百万円の支出増加となりました。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

  

当第１四半期連結会計期間において減少した資金は4億2千7百万円で、これは主に、長期借入金の返済による支

出2億4千万円、配当金の支払い2億8百万円があったこと等によるものです。 

なお、前年同四半期と比較して7千8百万円の支出増加となりました。 

  

 第２四半期連結会計期間の見通しといたしましては、世界的な景気後退の影響を受け、米国、欧州といった先進国

のみならず、新興国市場においても引き続き厳しい経済環境が続くものと予想されます。 

 その結果、平成21年5月11日に公表いたしました前回公表値を売上高、利益ともに下回ると見込まれるため、当第

２四半期連結累計期間の業績予想を修正いたしました。詳しくは本日別途発表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。  

  

 当第１四半期連結会計期間において、当社は連結子会社であるアロカテクニカルサービス株式会社を吸収合併

いたしました。 

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

２．連結財政状態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

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）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

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,969 12,771

受取手形及び売掛金 12,182 16,126

有価証券 27 －

商品及び製品 9,633 8,152

仕掛品 3,399 3,184

原材料及び貯蔵品 3,853 3,142

繰延税金資産 1,419 1,153

その他 1,215 1,426

貸倒引当金 △257 △283

流動資産合計 44,441 45,673

固定資産   

有形固定資産 9,492 9,488

無形固定資産 284 290

投資その他の資産   

投資有価証券 1,307 1,020

繰延税金資産 185 399

その他 1,116 1,119

貸倒引当金 △378 △393

投資その他の資産合計 2,231 2,145

固定資産合計 12,007 11,924

資産合計 56,449 57,597
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,957 6,161

短期借入金 1,179 1,249

未払費用 1,170 1,063

未払法人税等 63 201

賞与引当金 339 1,066

役員賞与引当金 14 59

製品保証引当金 440 461

その他 3,485 2,787

流動負債合計 12,651 13,050

固定負債   

長期借入金 1,501 1,641

繰延税金負債 15 －

退職給付引当金 619 563

役員退職慰労引当金 234 232

その他 176 170

固定負債合計 2,546 2,608

負債合計 15,198 15,658

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,465 6,465

資本剰余金 6,095 6,095

利益剰余金 29,153 30,159

自己株式 △767 △767

株主資本合計 40,947 41,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 118 △39

為替換算調整勘定 △376 △502

評価・換算差額等合計 △258 △542

少数株主持分 562 527

純資産合計 41,251 41,939

負債純資産合計 56,449 57,597
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 11,584 8,277

売上原価 6,690 5,149

売上総利益 4,894 3,127

販売費及び一般管理費 4,472 4,057

営業利益又は営業損失（△） 421 △929

営業外収益   

受取利息 3 13

受取配当金 17 8

為替差益 117 92

補助金収入 33 －

その他 11 9

営業外収益合計 183 125

営業外費用   

支払利息 21 20

寄付金 19 15

補助金返還支出 － 47

その他 8 22

営業外費用合計 49 105

経常利益又は経常損失（△） 555 △909

特別利益   

貸倒引当金戻入額 50 36

その他 － 1

特別利益合計 50 37

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 2 －

その他 0 1

特別損失合計 2 1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

603 △873

法人税、住民税及び事業税 3 42

法人税等調整額 147 △128

法人税等合計 151 △86

少数株主利益 8 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 442 △787

― 8 ―

アロカ㈱（7704）　平成22年3月期　第１四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

603 △873

減価償却費 209 201

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36 △36

賞与引当金の増減額（△は減少） △744 △726

製品保証引当金の増減額（△は減少） 2 △26

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27 53

受取利息及び受取配当金 △21 △22

支払利息 21 20

ゴルフ会員権評価損 2 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,355 4,018

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,857 △2,290

仕入債務の増減額（△は減少） 899 △318

その他 △383 958

小計 1,078 957

利息及び配当金の受取額 22 9

利息の支払額 △20 △20

法人税等の支払額 △846 △177

営業活動によるキャッシュ・フロー 233 768

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 － △160

有形固定資産の取得による支出 △63 △129

無形固定資産の取得による支出 △10 △21

投資有価証券の取得による支出 － △75

その他 5 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △68 △381

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 118 22

長期借入金の返済による支出 △248 △240

配当金の支払額 △218 △208

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △348 △427

現金及び現金同等物に係る換算差額 26 63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △156 23

現金及び現金同等物の期首残高 10,600 11,936

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,443 11,960
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

  当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場の類似性から判断して、同種・同系列の医用電子

装置を販売しておりますので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）西ヨーロッパ……ドイツ、スイス、フランス、スペイン、イタリア、オーストリア 

(2）東アジア…………中国、韓国、台湾 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）西ヨーロッパ……ドイツ、スイス、フランス、スペイン、イタリア、オーストリア 

(2）アジア…………中国、韓国、台湾、インド 

３ 地域区分の変更  

  当第１四半期連結累計期間より、従来、「東アジア」としておりました地域区分を「アジア」として表示し

ております。これは、インドに設立した連結子会社の生産・販売開始によるものであり、当社グループの地

域区分の実態をより適切に表示するものであります。 

  なお、この変更に伴う前第１四半期連結累計期間の所在地別セグメント情報に与える影響はありません。 

  

（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） 
西ヨーロッパ
（百万円） 

東アジア
（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  7,643  2,863  1,078  11,584  ―  11,584

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,101  ―  525  2,627 ( )2,627  ―

計  9,744  2,863  1,603  14,211 ( )2,627  11,584

営業利益  293  127  83  504 ( )83  421

  
日本 

（百万円） 
西ヨーロッパ
（百万円） 

アジア
（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 5,510 1,849 916  8,277  － 8,277

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,741 0 796  2,537 ( )2,537 －

計 7,252 1,849 1,713  10,815 ( )2,537 8,277

営業利益又は営業損失（△） △686 △309 146  △849 ( )80 △929
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）西ヨーロッパ……フランス、ドイツ 

(2）アジア……韓国、インド、中国 

(3）その他の地域……アメリカ 

３ 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。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）西ヨーロッパ……フランス、ドイツ 

(2）アジア……中国、韓国、台湾、インド 

(3）その他の地域……アメリカ 

３ 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。 

  

  

   

 該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  西ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,325  1,993  1,200  6,519

Ⅱ 連結売上高（百万円）   11,584

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 28.7  17.2  10.4  56.3

  西ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,302 1,432  927 4,661

Ⅱ 連結売上高（百万円）  8,277

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
27.8 17.3  11.2 56.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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