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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 18,186 △25.2 △985 ― △1,252 ― △1,099 ―

21年3月期第2四半期 24,327 ― 1,300 ― 1,315 ― 474 ―

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2四半期 △40.19 ―

21年3月期第2四半期 17.33 ―

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2四半期 54,905 40,950 73.5 1,475.94
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2四半期  40,375百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 8.00

22年3月期 
（予想）

― 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 44,000 △10.2 500 △83.8 100 △95.7 △300 ― △10.97
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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情報に基づいてお
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条件等については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】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2四半期 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2四半期  994,530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2四半期 27,355,917株 21年3月期第2四半期 27,356,007株
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当第２四半期連結累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が実体

経済にも影響を及ぼし、更に急激な円高の進行等により輸出関連企業や製造業を中心に企業業績を圧迫していま

す。景気対策等により景気悪化の底打ちの兆候が見られるとの見方もあるものの、依然として先行きは不透明であ

り経済全体を取り巻く環境は厳しい状態が続いています。 

医療機関を取り巻く環境は、医療費抑制策の影響により自治体病院の経営悪化、病院数の減少などの問題が顕

在化してきております。超音波診断装置市場においても、病院における予算縮小傾向が顕著であること等から、価

格競争が激しくなってきております。医療機関の検体検査部門については、設備投資の延期やリースによるシステ

ム導入の低調化が続いています。 

原子力関連事業を取り巻く環境は、厳しい経済情勢が世界的に続くにもかかわらず、原子力に関する関心は高

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、国内では新政権が地球温暖化ガス２

５％削減の目標を立て、削減の切り札としての原子力発電の位置づけが明確になってきています。 

このような状況の中で、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、当第２四半期連結累計期間の売上高は181億8千6百万円と前年同四半期比25.2％の減収となりました。利益に

つきましては、コストダウン、経費節減に努めましたが、営業損失は9億8千5百万円（前年同四半期累計期間は営

業利益13億円）、経常損失は12億5千2百万円（前年同四半期累計期間は経常利益13億1千5百万円）、当期純損失は

10億9千9百万円（前年同四半期累計期間は当期純利益4億7千4百万円）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展示会および講演会等で積極的にプロモーション展開するとともに、画質向

上と接続探触子の多様化による顧客満足度の向上を図ることで拡販に努めました。また、引き続き乳がん検診分野

における超音波診断の有用性の周知にも努めました。この結果、広範囲のユーザーから高い評価を得て、価格競争

が激化している中、機能と性能のバージョンアップを行った上位機種のプロサウンドα７が順調に伸張し、中位機

種及び普及機種も堅調な伸びを示したこともあり、前年同期を上回りました。 

また、本年８月に、上位機種のテクノロジーをベースに開発した、小型で汎用性が高く、コストパフォーマン

スに優れた新製品プロサウンドα６を発売しました。 

骨塩定量検査関連では、価格競争が激しい状況の中、前年度に上市した測定装置DCS-600EXVの拡販により伸び

ています。 

しかしながら、海外におきましては、第２四半期は昨年秋に発生した金融危機の影響が先進国のみならず、新

興国にも及んだ状態が続き、世界的に需要が低迷しました。 

この結果、当部門の売上高は143億1千7百万円となり、前年同四半期累計期間を21.8％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、原子力発電所向け、病院・研究施設向け

の放射線(能）管理装置が順調に推移しましたが、前年度に比べ案件が少なかった事もあり当部門の売上高は14億7

千2百万円となり前年同四半期累計期間を18.8％下回りました。 

なお、原子力関連施設からの放射線(能）管理装置や自治体向け放射線(能）管理装置、政府機関からの大口契

約等の受注により、受注残が順調に積みあがっている事から第３四半期以降、回復するものと見込んでいます。 

  

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年同期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。しかしながら、臨床検査センターにおいて設備投資が復調してきており、当社

はこの復調の波に乗るために新型検体処理システムLabFLEX3500の納入を開始し、積極的な営業活動を展開してい

ます。ＯＥＭにおいて、海外は堅調に推移しましたが、国内は見通しを下回りました。また、新型インフルエンザ

の感染防止用として、当部門取扱い製品であるゼオライトマスクの販売が増加しました。 

この結果、当部門の売上高は23億9千6百万円となり、前年同四半期累計期間を42.9%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、日本国内は堅調に推移したものの、世界的な景気後退の影

響や急激な円高の進行等を受け減収となりました。 

汎用分析装置部門は、原子力関連施設向け、病院・研究施設向けともに堅調に推移しましたが、減収となりま

した。 

医用分析装置部門は、診断薬メーカー向けＯＥＭが海外向けは堅調に推移しましたが、国内は見通しを下回

り、検体前処理システム関連装置も納入が少なかったこともあり減収となりました。 

この結果、当地域の売上高は160億9千9百万円となり、前年同四半期累計期間を23.6％下回りました。 

  

西ヨーロッパ地域 

金融危機の為に凍結していた購買予算が一部解除されつつあるものの、いまだ超音波診断装置は市場縮小と価

格下落の状態が続いています。世界的な景気後退の影響により購買の中心となる機種が上位機種から中位機種に移

行した上、案件毎の価格競争が更に厳しさを増しています。 

この結果、当地域の売上高は37億7千5百万円となり、前年同四半期累計期間を36.4％下回りました。 

  

アジア地域 

中国では、中国政府の経済政策が発表されましたが、地方の低価格機中心の政策のため、中級機種、上位機種

への寄与は大きく見込めません。しかしながら、主に広州地域を中心に上位機種の販売が徐々に伸びてきており、

他地域を含めた中国全地域では堅調に推移しました。 

また、ベトナムでは円高による相対的な価格競争力の低下のため産婦人科開業医向けが、インドにおいても現

地通貨の下落と価格競争により厳しい状況にあります。  

この結果、当地域の売上高は36億8千7百万円となり、前年同四半期累計期間を6.6％下回りました。 

  

なお、第１四半期連結会計期間より、従来、「東アジア」地域として表示していました地域区分を「アジア」

地域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・販売開始による表示変更であり、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。 

この結果、前第２四半期連結累計期間の「アジア」地域セグメントの売上高の金額は、「東アジア」地域セグ

メントの売上高の金額と同一であるため、前年同四半期比較にあたっては、前年同四半期の「東アジア」地域の売

上高の金額を用いて増減割合を算定しています。 
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 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して26億9千2百万円減少し、549億5百万円と

なりました。この主な要因は、たな卸資産が24億9百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が52億3千9百万円

減少したこと等によるものです。 

 また、負債の部は17億3百万円減少し、139億5千4百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が

13億2千7百万円減少したこと等によるものです。 

 純資産の部は、9億8千8百万円減少し、409億5千万円となりました。 

  

（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。）は、前連結会計年度末と比

較して7億7千2百万円減少し、111億6千4百万円となりました。なお、前年同四半期末と比較して14億7千1百万円減

少しました。 

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） 

  

当第２四半期連結累計期間において増加した資金は11億3千9百万円で、これは主に、税金等調整前四半期純損失

11億9千4百万円、たな卸資産の増加による減少額22億3千6百万円、仕入債務の減少による減少額15億6千4百万等あ

りましたが、売上債権の減少による増加額55億2千3百万円があったこと等によるものです。 

なお、前年同期と比較して16億8千1百万円の減少となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  

当第２四半期連結累計期間において支出した資金は10億5千2百万円で、これは主に、定期預金の払戻による収入

5億7千4百万円等ありましたが、定期預金の預入による支出12億1千2百万円、有形固定資産の取得による支出2億3

千6百万円があったこと等によるものです。 

なお、前年同期と比較して10億3千7百万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２四半期連結累計期間において減少した資金は7億7千3百万円で、これは主に、長期借入金の返済による支

出4億8千万円、配当金の支払い2億9千4百万円があったこと等によるものです。 

なお、前年同期と比較して3千8百万円の支出減少となりました。 

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年10月27日に公表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」における業績予想に変更はありません。 

  

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 12,154 12,771

受取手形及び売掛金 10,886 16,126

有価証券 29 －

商品及び製品 9,189 8,152

仕掛品 3,996 3,184

原材料及び貯蔵品 3,703 3,142

繰延税金資産 1,476 1,153

その他 1,076 1,426

貸倒引当金 △245 △283

流動資産合計 42,266 45,673

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,635 5,635

その他 3,919 3,852

有形固定資産合計 9,554 9,488

無形固定資産 289 290

投資その他の資産   

投資有価証券 1,289 1,020

繰延税金資産 276 399

その他 1,592 1,119

貸倒引当金 △362 △393

投資その他の資産合計 2,795 2,145

固定資産合計 12,639 11,924

資産合計 54,905 57,597
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,834 6,161

短期借入金 1,067 1,249

未払費用 941 1,063

未払法人税等 92 201

賞与引当金 691 1,066

役員賞与引当金 29 59

製品保証引当金 466 461

その他 3,296 2,787

流動負債合計 11,419 13,050

固定負債   

長期借入金 1,374 1,641

繰延税金負債 3 －

退職給付引当金 673 563

役員退職慰労引当金 251 232

その他 231 170

固定負債合計 2,535 2,608

負債合計 13,954 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 28,841 30,159

自己株式 △767 △767

株主資本合計 40,634 41,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 65 △39

為替換算調整勘定 △324 △502

評価・換算差額等合計 △259 △542

少数株主持分 575 527

純資産合計 40,950 41,939

負債純資産合計 54,905 57,597
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 24,327 18,186

売上原価 13,767 11,262

売上総利益 10,559 6,923

販売費及び一般管理費 9,259 7,908

営業利益又は営業損失（△） 1,300 △985

営業外収益   

受取利息 28 26

受取配当金 18 11

補助金収入 33 －

その他 42 28

営業外収益合計 122 65

営業外費用   

支払利息 45 44

為替差損 18 199

寄付金 21 17

その他 22 72

営業外費用合計 107 333

経常利益又は経常損失（△） 1,315 △1,252

特別利益   

固定資産売却益 115 0

貸倒引当金戻入額 43 60

その他 11 21

特別利益合計 170 82

特別損失   

固定資産除却損 16 23

投資有価証券評価損 538 0

ゴルフ会員権評価損 2 1

その他 11 0

特別損失合計 568 24

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（△）

917 △1,194

法人税、住民税及び事業税 129 145

法人税等調整額 257 △256

法人税等合計 386 △110

少数株主利益 56 15

四半期純利益又は四半期純損失（△） 474 △1,099
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９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（△）

917 △1,194

減価償却費 354 384

のれん償却額 6 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 △65

賞与引当金の増減額（△は減少） △432 △374

製品保証引当金の増減額（△は減少） △10 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45 101

受取利息及び受取配当金 △46 △37

支払利息 45 44

固定資産除売却損益（△は益） △99 22

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 537 0

ゴルフ会員権評価損 2 1

売上債権の増減額（△は増加） 4,653 5,523

たな卸資産の増減額（△は増加） △934 △2,236

仕入債務の増減額（△は減少） △225 △1,564

その他 △1,088 564

小計 3,695 1,166

利息及び配当金の受取額 48 43

利息の支払額 △46 △45

法人税等の還付額 － 214

法人税等の支払額 △876 △239

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,820 1,139

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 － △1,212

定期預金の払戻による収入 － 574

有形固定資産の取得による支出 △132 △236

有形固定資産の売却による収入 161 1

無形固定資産の取得による支出 △30 △43

投資有価証券の取得による支出 － △148

その他 △13 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △15 △1,052

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） △54 △8

長期借入れによる収入 － 13

長期借入金の返済による支出 △489 △480

配当金の支払額 △218 △220

少数株主への配当金の支払額 △48 △73

その他 － △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △811 △773

現金及び現金同等物に係る換算差額 42 △84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,035 △772

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 12,635 11,164
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期

間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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  

 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

おります。これは、インドに設立した連結子会社の生産・販売開始による表示変更であり、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、前第２四半期連結累計期間の「アジア」地域セグメントの売上高等の金額は、「東アジア」地域セグ

メントの売上高等の金額と同一であります。 

（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） 
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 
 15,739  5,936  2,651  24,327  ―  24,327

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 5,324  ―  1,298  6,622 ( ) 6,622  ―

計  21,063  5,936  3,950  30,950 ( ) 6,622  24,327

営業利益  727  178  353  1,259  40  1,300

  
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 
 12,182  3,775  2,227  18,186     ―  18,186

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 3,917  0  1,459  5,377 ( ) 5,377  ―

計  16,099  3,775  3,687  23,563 ( ) 5,377  18,186

営業利益又は営業損失

（△） 
 △471  △662  289  △844 ( ) 140  △985
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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）  6,986  4,908  2,570  14,465

Ⅱ 連結売上高（百万円）     24,327

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 28.7  20.2  10.6  59.5

  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）  4,684  3,553  1,872  10,109

Ⅱ 連結売上高（百万円）     18,186

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 25.8  19.5  10.3  55.6

（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

― 11 ―

アロカ㈱（7704）平成22年3月期　第２四半期決算短信




