
平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月19日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ノーリツ鋼機株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 7744 URL http://www.noritsu.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 西本 博嗣

問合せ先責任者 （役職名） 経営管理本部長 （氏名） 谷口 博則 TEL 073-454-0307
定時株主総会開催予定日 平成22年6月25日 有価証券報告書提出予定日 平成22年6月28日

配当支払開始予定日 ―

1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 27,959 △38.5 △6,922 ― △6,047 ― △20,857 ―

21年3月期 45,434 △27.5 △1,864 ― △1,171 ― △3,864 ―

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
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △585.66 ― △27.8 △6.8 △24.8

21年3月期 △108.50 ― △4.3 △1.1 △4.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △35百万円 21年3月期  63百万円

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 81,510 65,325 80.1 1,833.18
21年3月期 96,448 84,646 87.8 2,376.77

（参考） 自己資本   22年3月期  65,286百万円 21年3月期  84,646百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 130 △2,421 △1,142 30,245
21年3月期 1,547 1,614 △1,155 31,839

2.  配当の状況 

平成23年３月期の期末配当予想額については未定。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 1,068 ― 1.2
22年3月期 ― 15.00 ― 0.00 15.00 534 ― 0.7

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

15,500 4.2 △200 ― △90 ― △180 ― △5.05

通期 30,800 10.2 120 ― 650 ― 250 ― 7.02
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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  

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名
諾日士(上海)電子設備製造有限公
司

）

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 36,190,872株 21年3月期 36,190,872株

② 期末自己株式数 22年3月期  576,728株 21年3月期  576,646株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 19,030 △31.5 △5,899 ― △4,965 ― △18,740 ―

21年3月期 27,770 △26.2 △2,884 ― △2,572 ― △4,809 ―

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
円 銭 円 銭

22年3月期 △526.21 ―

21年3月期 △135.05 ―

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 64,782 56,072 86.6 1,574.44
21年3月期 81,974 75,612 92.2 2,123.10

（参考） 自己資本 22年3月期  56,072百万円 21年3月期  75,612百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

経営環境の先行きが依然不透明であることにより、平成23年３月期の期末配当につきまして、現時点では未定とさせていただきます。 
今後の業績の推移等をみて、配当予想を決定しましたら速やかに開示いたします。 
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「1．経営成績 (1) 経営成績に関する分析」を参照してくださ
い。 

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 
累計期間

8,600 △10.3 100 ― 450 ― 400 ― 11.23

通期 16,000 △15.9 30 ― 900 ― 800 ― 22.46
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（当期の経営成績） 

当連結会計年度における当社グループを取り巻く世界経済は、一昨年秋の金融危機に端を発した深刻

な景気低迷状態からスタートしましたが、各国での景気対策の効果が徐々にあらわれはじめ、中国・イ

ンドを中心とした新興国に牽引され、緩やかながら景気の持ち直しの兆候がみられました。しかしなが

ら、世界的な設備投資の抑制や日本経済において厳しい雇用、所得環境などから設備投資も依然として

低水準の状況が続いております。 

このような状況のなか、当社グループでは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、携帯電話を含むデジタルカメラによるショット数は確実に伸びているものの、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更に後退しており、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います。 

その結果、当連結会計年度の売上高につきましては、279億59百万円(前期比38.5％減)となりまし

た。内訳としては国内売上高が62億26百万円(前期比10.7％減)、海外売上高は217億33百万円(前期比

43.5％減)となりました。 

利益面では、コスト構造の再構築に取組み経費の圧縮に努めた結果、販売費及び一般管理費が208億

11百万円(前期比18.0％減)となりましたが、売上高の大幅な減少に伴い、営業損失は69億22百万円(前

期は営業損失18億64百万円)となりました。 

これに営業外収益及び営業外費用を加減した結果、経常損失は60億47百万円(前期は経常損失11億71

百万円)となりました。さらに特別損益項目として減損損失98億74百万円、希望退職制度による退職加

算金等31億40百万円を計上したため当期純損失は208億57百万円(前期は当期純損失38億64百万円)とな

りました。 

  

主要地域別の販売状況は以下のとおりであります。 

  

【日      本】 

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、新製品導入によるミニラボ店

の集客力の向上に加えフォトブックの普及支援を新たに提案してまいりましたが、市場環境は依然好転

せず、売上高は62億26百万円(前期比10.7％減)となりました。 

  

【北      米】 

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が、米国における金融危機による信用収縮や消費低迷の影響で大手顧客が設備投

資を控える状態が継続し、売上高は88億66百万円(前期比44.8％減)となりました。 

  

【ヨーロッパ】 

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想定以上に緩慢であること、北米同様

金融危機による信用収縮や消費低迷の影響に加え、東欧諸国通貨の対ユーロ安が継続していることか

ら、顧客の買い控えがより顕著となり、売上高は44億49百万円(前期比47.7％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、若干緩和されつつあるものの依然円高状況が継続し、世界的な

金融危機による信用収縮や消費低迷の影響により、依然顧客の買い控え姿勢に変化はなく、売上高は49

億22百万円(前期比33.7％減)となりました。 

  

1.  経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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【そ  の  他】 

その他の地域におきましては、中南米諸国通貨の対ドル安が継続したこととアジア・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34億94百万円(前期比46.0％減)となりまし

た。 

  

この結果、当社グループの海外売上高は217億33百万円(前期比43.5％減)となり、連結売上高全体に

占める海外売上高比率は、77.7％と前期から7.0ポイント低下しました。 

  

次に、品目別の販売状況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、143億95百万円(前期比49.5％減)となりまし

た。 

  

【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、63億８百万円(前期比24.4％減)となりました。

  

【その他】 

その他の売上高につきましては、72億55百万円(前期比15.5％減)となりました。これは主としてサー

ビス収入が46億25百万円(前期比20.3％減)、その他売上が25億16百万円(前期比0.4％減)と減少したこ

とによるものです。 

  

次に、当社グループの研究開発活動につきましては、多様化するお客様のニーズに対応し、独自のノ

ウハウとアイデアを盛り込んだ魅力ある商品開発を目的として、常に未来を見据え、果敢にチャレンジ

し、進化しつづける研究開発活動に注力しております。基盤事業であるイメージング分野においては、

当社グループの当連結会計年度の研究開発費として、31億19百万円(総製造費用に計上した試験研究費

５億22百万円を含む)を計上しております。当連結会計年度における主な新製品の展開につきまして

は、自動両面プリント機能を備えた小型インクジェット方式のシートペーパー専用ドライミニラボ

「D502」、フォトビジネスを革新させる両面プリントも可能な多機能・高性能ドライミニラボ

「D1005」等の導入を行いました。加えて、当連結会計年度で買収を完了したLucidiom Inc.とは、ソフ

トウェアを中心とした分野での共同開発の取組みを開始し、開発領域の拡大と開発力の強化を図ってお

ります。 

  

（次期の見通し） 

当社グループが属する写真関連市場におきましては、今後も銀塩機と比較し単価の低いドライミニラ

ボ需要の高まりが予想され、市場環境は一層厳しい状況で推移するものと想定しております。 

この様な厳しい状況に対応するために、フォトビジネスを革新させる両面プリントも可能な多機能・

高性能ドライミニラボ「D1005」を新たに市場に投入するとともに、各国や各地域に 適なマーケティ

ング戦略を展開いたします。また、当社グループ全体でコスト構造を見直し、更なるコスト削減をはか

ることにより、収益の改善に努めてまいります。 

通期の連結業績につきましては、売上高30,800百万円、営業利益120百万円、経常利益650百万円、当

期純利益250百万円を予想しております。 

また、個別業績につきましては、売上高16,000百万円、営業利益30百万円、経常利益900百万円、当

期純利益800百万円を予想しております。 

なお、通期の連結業績予想における米ドルに対する為替レートにつきましては、92円(前年実績93円

86銭)を想定しております。 
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（資産、負債、純資産及びの状況） 

当連結会計年度末の総資産は815億10百万円となり、前連結会計年度末と比較して149億38百万円減少

しました。 

流動資産は、50億36百万円の減少となりました。これは主に満期償還により有価証券が47億69百万

円、売上債権が24億円減少したことと、現金及び預金が12億94百万円増加したことによるものです。 

固定資産は、99億１百万円の減少となりました。これは主に有形固定資産等が減損損失や減価償却、

除売却等により94億41百万円減少したことによるものです。 

負債は、43億83百万円の増加となりました。これは主に希望退職制度に伴う退職特別加算金等の計上

により流動負債その他に含まれております未払金が26億46百万円増加したことによるものです。 

純資産は、193億21百万円の減少となりました。これは配当金の支払いと当期純損失により利益剰余

金が214億98百万円減少したことと、評価・換算差額等が21億38百万円増加したことによるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

【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１億30百万円の資金の増加(前連結会計年度は15億47百万円の

増加)となりました。資金の増加の主な要因は、減損損失98億74百万円、売上債権の減少額28億91百万

円、希望退職制度等に伴う未払金の増加額24億79百万円となっております。資金の減少の主な要因は、

税金等調整前当期純損失206億81百万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24億21百万円の資金の減少(前連結会計年度は16億14百万円の

増加)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33億84百万円、有形固

定資産の取得による支出13億４百万円、貸付けによる支出11億１百万円となっております。資金の増加

の主な要因は、有価証券の償還等による純増額34億98百万円、定期預金の払戻による収入等による純増

額11億70百万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等により11億42百万円の資金の減少(前連結会計

年度は11億55百万円の減少)となっております。 

  

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は302億45百万円となり、前連結

会計年度末に比べ15億93百万円の減少となりました。  

  

当社グループは、株主に対する配当政策を重要施策のひとつと考えております。具体的には、長期的

な経営基盤の強化に努めるとともに、安定的・継続的に行う旨を基本としつつ、その実施にあたりまし

ては、当期及び今後の経営成績も勘案して総合的に決定することとしております。 

この方針に基づき検討した結果、当期の配当につきましては、年間配当金は１株当たり15円(中間15

円、期末０円)とさせていただく予定です。 

また、次期の配当金につきましては、当社グループを取巻く経営環境が不透明であり、誠に遺憾なが

ら中間は無配とさせていただき、期末につきましては、今後の業績動向を総合的に勘案しながら決める

ことといたしたく、現時点では未定とさせていただいております。 

  

近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における記載から新たに発生したリスクはないため

開示を省略しております。 

(2) 財政状態に関する分析

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当企業集団は、ノーリツ鋼機株式会社(当社)及び関係会社28社により構成され、主に写真処理機器の製

造・販売事業を行っております。 

当連結会計年度における変更点としましては、新規設立したため、上海諾日士撮影服務有限公司、

Noritsu India Private Limited及びＮＫリレーションズ㈱を、新たに株式を取得したため、Lucidiom 

Inc．を当社連結子会社としました。また、新たに設立したＮＫアグリ㈱、新たに株式を取得したVeritek 

Global Limitedは持分法適用会社としました。 

諾日士(上海)電子設備製造有限公司は、平成21年12月18日に清算手続きが完了し、NORITSU (UK) 

LIMITEDは保有株式を売却したため、連結子会社より除外しております。 

なお、 近の有価証券報告書(平成21年６月29日提出)における「事業の内容」及び「事業の概要図」の

記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

グローバル市場でのネットワークと高いサービス品質、 生産・開発における強い技術力、蓄積され

た豊富な経営資源を 大限に活用し、市場から高い評価を得られる施策を積み重ね企業価値の向上に邁

進することを通して、お客様に信頼され支持される商品とサービスを提供し、社会に貢献していくこと

を基本方針としております。  

  

平成23年３月期については営業黒字の達成を目標としております。それ以降については、経営環境の

変化に対応していくため、今期の構造改革の進捗を踏まえて設定していきます。 

  

当社グループを取り巻く経営環境、市場環境は大きく変化しています。 

写真市場では、デジタルカメラやカメラ付携帯の増加によりショット数は増加したものの、フィルム

からのプリント枚数の減少が加速しており、全体のプリント総枚数は減少が続いています。そのため顧

客における事業縮小などからミニラボの稼動台数の減少が続いています。 

また、当社事業の主力であるミニラボは銀塩方式のミニラボからインクジェット方式などを採用した

ドライミニラボに需要がシフトしていくことが予想されました。しかし写真店などは、プリント需要の

減退による採算性の悪化や米国発の金融危機ならびに円高などの影響を受け設備投資意欲が減退してい

ます。その結果、ドライミニラボの需要も大きくは伸びていない状況となっています。 

当社グループは、これらの市場環境の変化に迅速に対応するために「face the NEXT」をNORITSUグル

ープの新たなブランドステートメントに定め、原点回帰の視点に立って安定した成長が出来る強固な企

業体質の再構築を進めていきます。 

  

まず現状の対応として、当社グループは、蓄積された経営資源である 

① グローバル市場での販売ネットワーク 

② 高品質なサービス力 

③ 開発・生産における強い技術力 
  

を 大限に活用し、市場や顧客から高い評価を得られるソリューションを提供していきます。 

また一方では、徹底したコスト削減に取り組み、厳しい経営環境下でも着実に収益性を改善し、安定

成長への強固な経営基盤を構築していきます。 

  

2.  企業集団の状況

3.  経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題
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さらに、中期的には以下の基本戦略に沿って、NORITSUグループとしての体質強化を図ってまいりま

す。 

  

１) イメージングビジネス堅持 

・明確な商品ポートフォリオ戦略に基づいて、商品の選択と集中を行なう。 

・市場環境に合わせた高効率な生産体制を追求する。 

・営業情報や技術情報をグローバルで共有し、業務の効率化を図る。 

・サービス会社として事業活動の確立を追求する。 

  

２) 新事業の展開拡大 

・会社の新しい利益源泉としての新事業(環境型印刷事業、受託事業など)を本格展開する。 

・市場や顧客ニーズをもとに新規事業を立案し、具現化するプロセスを確立する。 

  

３) 新成長領域取り組み 

・医療、ＩＴ、環境、食などの新規事業領域への参入の実現。 

  

以上により、短期的には平成23年３月期黒字化を経営目標におき、中長期的には業容の拡大と業績の

向上に邁進してまいります。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,034 28,328

受取手形及び売掛金 7,849 5,448

有価証券 11,393 6,623

商品及び製品 10,425 11,383

仕掛品 673 424

原材料及び貯蔵品 258 278

繰延税金資産 550 466

その他 2,899 3,126

貸倒引当金 △473 △504

流動資産合計 60,610 55,574

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 31,393 28,984

機械装置及び運搬具 7,782 7,849

土地 12,686 7,180

建設仮勘定 66 74

その他 20,033 15,064

減価償却累計額 △46,714 △43,346

有形固定資産合計 25,248 15,807

無形固定資産 1,678 1,789

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  6,459 ※1  6,675

長期貸付金 525 519

前払年金費用 461 －

繰延税金資産 338 335

その他 1,384 1,073

貸倒引当金 △258 △265

投資その他の資産合計 8,910 8,338

固定資産合計 35,837 25,935

資産合計 96,448 81,510
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,454 6,252

短期借入金 － 142

未払法人税等 417 435

繰延税金負債 32 53

賞与引当金 588 221

債務保証損失引当金 216 219

製品保証引当金 553 549

その他 4,372 7,094

流動負債合計 10,636 14,969

固定負債   

繰延税金負債 11 201

退職給付引当金 23 457

その他 1,129 557

固定負債合計 1,164 1,216

負債合計 11,801 16,185

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 66,143 44,644

自己株式 △1,211 △1,211

株主資本合計 89,871 68,372

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △42 227

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 △5,182 △3,312

評価・換算差額等合計 △5,224 △3,085

少数株主持分 － 38

純資産合計 84,646 65,325

負債純資産合計 96,448 81,510
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 45,434 27,959

売上原価 ※1, ※2  21,930 ※1, ※2  14,070

売上総利益 23,504 13,888

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  25,368 ※2, ※3  20,811

営業損失（△） △1,864 △6,922

営業外収益   

受取利息 1,228 818

受取配当金 41 36

持分法による投資利益 63 －

その他 384 388

営業外収益合計 1,717 1,243

営業外費用   

支払利息 9 7

売上割引 61 43

為替差損 655 148

持分法による投資損失 － 35

その他 297 133

営業外費用合計 1,024 368

経常損失（△） △1,171 △6,047

特別利益   

固定資産売却益 ※4  22 ※4  43

貸倒引当金戻入額 80 32

債務保証損失引当金戻入額 － 39

その他 1 －

特別利益合計 105 115

特別損失   

固定資産除売却損 ※5  116 ※5  215

投資有価証券売却損 41 －

投資有価証券評価損 678 151

関係会社整理損 195 －

のれん評価損 － 1,366

希望退職制度等に伴う損失 － ※6  3,140

減損損失 － ※7  9,874

和解金 ※8  405 －

特別損失合計 1,437 14,749

税金等調整前当期純損失（△） △2,504 △20,681

法人税、住民税及び事業税 812 273

法人税等調整額 547 178

法人税等合計 1,360 451

少数株主損失（△） － △275

当期純損失（△） △3,864 △20,857
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,025 7,025

当期末残高 7,025 7,025

資本剰余金   

前期末残高 17,913 17,913

当期末残高 17,913 17,913

利益剰余金   

前期末残高 70,724 66,143

実務対応報告第18号の適用による影響額 325 －

連結子会社の決算期変更に伴う増加額 25 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 △1,068

当期純損失（△） △3,864 △20,857

連結除外に伴う利益剰余金の増減額 － 427

当期変動額合計 △4,932 △21,498

当期末残高 66,143 44,644

自己株式   

前期末残高 △1,210 △1,211

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1,211 △1,211

株主資本合計   

前期末残高 94,452 89,871

実務対応報告第18号の適用による影響額 325 －

連結子会社の決算期変更に伴う増加額 25 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 △1,068

当期純損失（△） △3,864 △20,857

連結除外に伴う利益剰余金の増減額 － 427

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △4,932 △21,498

当期末残高 89,871 68,372
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 598 △42

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △640 269

当期変動額合計 △640 269

当期末残高 △42 227

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 － 0

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,911 △5,182

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,093 1,869

当期変動額合計 △7,093 1,869

当期末残高 △5,182 △3,312

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,509 △5,224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,733 2,138

当期変動額合計 △7,733 2,138

当期末残高 △5,224 △3,085

少数株主持分   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 38

当期変動額合計 － 38

当期末残高 － 38

純資産合計   

前期末残高 96,961 84,646

実務対応報告第18号の適用による影響額 325 －

連結子会社の決算期変更に伴う増加額 25 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 △1,068

当期純損失（△） △3,864 △20,857

連結除外に伴う利益剰余金の増減額 － 427

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,733 2,177

当期変動額合計 △12,666 △19,321

当期末残高 84,646 65,325
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △2,504 △20,681

減価償却費 2,428 2,317

減損損失 － 9,874

のれん評価損 － 1,366

貸倒引当金の増減額（△は減少） 88 △18

賞与引当金の増減額（△は減少） △112 △367

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 155 △21

製品保証引当金の増減額（△は減少） △94 △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 433

前払年金費用の増減額（△は増加） 99 461

受取利息及び受取配当金 △1,269 △855

支払利息 9 7

為替差損益（△は益） 696 △56

投資有価証券評価損益（△は益） 678 151

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） △63 57

有形固定資産除売却損益（△は益） 94 171

売上債権の増減額（△は増加） 3,427 2,891

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,300 △313

仕入債務の増減額（△は減少） △3,292 1,698

希望退職制度等に伴う未払金の増減額（△は減
少）

－ 2,479

前受収益の増減額（△は減少） △386 △310

その他 △1,212 384

小計 1,083 △347

利息及び配当金の受取額 1,288 844

利息の支払額 △9 △7

法人税等の支払額 △815 △360

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,547 130

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 △10,507 △20,033

定期預金の払戻による収入 8,905 21,204

有価証券の取得による支出 △5,084 △2,695

有価証券の償還による収入 14,586 6,193

信託受益権の取得による支出 △1,400 △2,100

信託受益権の償還による収入 1,400 2,200

有形固定資産の取得による支出 △785 △1,304

有形固定資産の売却による収入 455 150

投資有価証券の取得による支出 △5,748 △3,384

投資有価証券の売却による収入 0 －

貸付けによる支出 △552 △1,101

貸付金の回収による収入 34 49

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △1,261

その他 310 △338

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,614 △2,421
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 △86 △74

配当金の支払額 △1,068 △1,068

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,155 △1,142

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,171 1,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,164 △2,026

現金及び現金同等物の期首残高 33,717 31,839

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 －

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 432

現金及び現金同等物の期末残高 ※  31,839 ※  30,245
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

全ての子会社(国内子会社１社及び在外子会社21社)

を連結の対象としております。

なお、諾日士(上海)電子設備製造有限公司は、平成

20年５月23日開催の取締役会において解散の決議を

行い、現在清算の手続き中であります。

１ 連結の範囲に関する事項

 ａ 連結子会社

国内子会社２社及び在外子会社22社を連結の対象と

しております。

上海諾日士撮影服務有限公司、Noritsu  India 

Private Limited及びＮＫリレーションズ㈱は、当

連結会計年度において新規設立したため、連結の範

囲に含めております。なお、ＮＫリレーションズ㈱

は、第１四半期連結会計期間より持分法適用会社に

含めておりましたが、重要性が増したため、第３四

半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりま

す。

また、Lucidiom Inc．は新たに株式を取得したた

め、連結の範囲に含めております。

諾日士(上海)電子設備製造有限公司は平成21年12月

18日に清算手続きが完了しました。NORITSU (UK) 

LIMITEDは保有株式を売却したため、連結子会社よ

り除外しております。

 ｂ 非連結子会社

非連結子会社は、当連結会計年度において新規設立

した、ＮＫアグリ㈱であります。

非連結子会社は、小規模であり総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２ 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社は、関連会社のＮ＆Ｆテクノサービ

ス㈱他１社であります。

なお、当連結会計年度より、当期純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がない㈱日本環境開発を持分法の適用範囲

から除外しており、また、当連結会計年度中に同社

の全保有株式を売却しております。

２ 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社は、関連会社のＮ＆Ｆテクノサービ

ス㈱他３社であります。

なお、当連結会計年度より、ＮＫアグリ㈱は新たに

設立したため、持分法適用の非連結子会社に、

Veritek Global Limitedは新たに株式を取得したた

め、持分法適用の関連会社に含めております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、Noritsu (Deutschland)GmbH等

18社の決算日は12月31日であり、NORITSU AMERICA 

CORPORATION等２社の決算日は１月31日でありま

す。

連結財務諸表の作成に当たっては同日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行っております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、NORITSU AMERICA CORPORATION

等21社の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては同日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行っております。
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前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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、当連結

会計年度は、平成20年４月１日から平成21年３月31

日までの１年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。

 従来、決算日が１月31日であったNORITSU AMERICA 

CORPORATION等２社については、決算日を12月31日

に変更しております。この変更により、当連結会計

年度は、平成21年２月１日から平成21年12月31日ま

での11ヶ月間を連結しております。

４ 会計処理基準に関する事項

 ａ 資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券の評価基準及び評価方法

当社及び国内連結子会社は、満期保有目的の債

券は償却原価法(定額法)、その他有価証券のう

ち、時価のあるものは決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は主として移動平均法によ

り算定)、時価のないものは移動平均法による

原価法によっております。

(ロ)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

当社及び連結子会社は時価法によっておりま

す。

(ハ)たな卸資産の評価基準及び評価方法

当社は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)によっております。 

連結子会社は主として先入先出法による低価

法によっております。

(会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より

「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日公表分)を適用しており

ます。

これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前

当期純損失はそれぞれ76百万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。

４ 会計処理基準に関する事項

 ａ 資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券の評価基準及び評価方法

同左

(ロ)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

同左

(ハ)たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左 

  

 

  

 

───

 

 ｂ 減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

当社は建物(建物附属設備を除く)については定

額法、その他の有形固定資産については定率法

を採用しておりますが、連結子会社は主として

定額法を採用しております。

なお、主要な減価償却資産の耐用年数は次のと

おりであります。

建物及び構築物 ……… 10年～50年

機械装置及び運搬具 ……… ３年～15年

その他(工具器具備品) ……… ２年～10年

 ｂ 減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

同左
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前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(追加情報) 

当社及び国内連結子会社は、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、当連結会

計年度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、営業損失、経常損失及び税金等調整前

当期純損失はそれぞれ58百万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。

───

(ロ)無形固定資産

ソフトウェアについては、当社は社内利用可能

期間(３年から５年)に基づく定額法によってお

り、連結子会社は、主として定額法によってお

ります。

その他の無形固定資産については定額法によっ

ております。

(ロ)無形固定資産

同左

 ｃ 引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

当社及び国内連結子会社は、債権等の貸倒れに

よる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しており、在外連結子会社につい

ては主として個別債権の回収不能見込額を計上

しております。

 ｃ 引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

当社及び国内連結子会社は従業員に対する賞与

支給に充てるため、将来賞与支給見込額のうち

当連結会計年度に対応する部分を計上しており

ます。

(ロ)賞与引当金

同左

(ハ)債務保証引当金

当社は当社製品を購入した顧客のリース契約に

関する債務保証に係る支出に重要性がないため

支出時の損失としておりますが、連結子会社８

社は決算日現在の保証債務額に過去の実績損失

発生率を乗じた額を引当金として計上しており

ます。

(ハ)債務保証引当金

当社は当社製品を購入した顧客のリース契約に

関する債務保証に係る支出に重要性がないため

支出時の損失としておりますが、連結子会社７

社は決算日現在の保証債務額に過去の実績損失

発生率を乗じた額を引当金として計上しており

ます。

(ニ)製品保証引当金

当社及び一部の連結子会社は当社の販売済製品

の無償修理費用の支出に備えるため、販売済製

品について過去の実績を基礎に将来の製品保証

費見込額を計上しております。

(ニ)製品保証引当金

同左
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前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(ホ)退職給付引当金

当社及び国内連結子会社は、退職金制度を有し

ており、従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結会計年度末におい

て発生していると認められる額を計上しており

ます。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定率

法により処理することとしております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(15年)による定率法により按分した額を

発生の翌連結会計年度から処理することとして

おります。

(ホ)退職給付引当金

同左

 ｄ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。

 ｄ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

同左

 ｅ ヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

当社及び在外連結子会社は、主として繰延ヘッ

ジ会計を採用しております。

 ｅ ヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約及び 
通貨オプション

外貨建売上債権

為替予約・通貨オプション 
及び通貨スワップ

外貨建予定取引

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(ハ)ヘッジ方針

取締役会の承認を受けた職務権限及び取引限度

額を定めた内規に基づいて、外貨建債権に係る

将来の為替変動リスクをヘッジしております。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

為替予約・通貨オプション及び通貨スワップに

ついては、契約内容により高い有効性が明らか

に認められる取引や実行可能性の極めて高い輸

出取引に係る取引であるため、有効性の判定は

省略しております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び容

易に換金可能であり、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から満期日までの期間が１

年未満の短期投資としております。

なお、定期預金のうち１年未満のもので仕入債務の

支払いに充当するものについては現金同等物に含め

ております。

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

７ 消費税等の会計処理に関する事項

税抜方式によっております。

７ 消費税等の会計処理に関する事項

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(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)

当連結会計年度より、「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、営業損失は209百万円、経常損失は284百万

円、税金等調整前当期純損失は289百万円増加しており

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。

───

(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))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。

───

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結貸借対照表) 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20年

８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前

連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記され

ていたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ14,331百万円、1,159百万円、157百万円でありま

す。

───
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 193百万円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券(株式) 1,812百万円

 ２ 偶発債務

(1) リース利用により当社製品を購入した顧客のリ

ース契約に関する債務保証残高は、以下のとお

りであります。

akf bank GmbH & Co. 831百万円

Banc of America Vendor  
Finance, Inc.

565

akf leasing GmbH & Co. 561

三井住友ファイナンス＆ 
リース㈱

232

Safra Leasing S.A. 
Arrendamento Mercantil

220

BAL Global Finance 
Canada Corporation

141

Unibanco Leasing
Arrendamento Mercantil S/A

133

Capital Bank Plc 93

その他(24社) 598

合計 3,379

 ２ 偶発債務

(1) リース利用により当社製品を購入した顧客のリ

ース契約に関する債務保証残高は、以下のとお

りであります。

akf bank GmbH & Co. 707百万円

akf leasing GmbH & Co. 364

Safra Leasing S.A.
Arrendamento Mercantil

285

三井住友ファイナンス＆ 
リース㈱

245

Banc of America Vendor  
Finance, Inc.

142

Unibanco Leasing
Arrendamento Mercantil S/A

108

AKF Leasing Polska S.A. 76

BAL Global Finance
Canada Corporation

65

その他(18社) 292

合計 2,288

(2) 当社製品を購入したソウル支店の顧客の金融機

関借入に対する債務保証残高は、以下のとおり

であります。

韓国ＣＩＴＩ銀行 203百万円

ＳＣ第一銀行 9

合計 213

 

(2) 当社製品を購入したソウル支店の顧客の金融機

関借入に対する債務保証残高は、以下のとおり

であります。

韓国ＣＩＴＩ銀行 220百万円

(3) 当社グループの店舗出店に関連して建物を所有

する事業体の金融機関等からの借入金384百万

円に連帯保証を行っております。

(3) 当社グループの店舗出店に関連して建物を所有

する事業体の金融機関等からの借入金384百万

円に連帯保証を行っております。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。

76百万円

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。

303百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は2,846百万円であります。

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は3,119百万円であります。

※３ 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。

荷造運送費 1,938百万円

広告宣伝費 1,068

製品保証引当金繰入額 553

貸倒引当金繰入額 343

債務保証引当金繰入額 197

給料・賞与 7,500

賞与引当金繰入額 290

退職給付費用 187

福利厚生費 1,551

通信・旅費交通費 1,385

研究開発費 2,216

減価償却費 1,175

賃借料 845

※３ 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。

荷造運送費 1,087百万円

広告宣伝費 720

製品保証引当金繰入額 549

貸倒引当金繰入額 124

債務保証引当金繰入額 50

給料・賞与 6,880

賞与引当金繰入額 120

退職給付費用 323

福利厚生費 1,326

通信・旅費交通費 1,054

研究開発費 2,596

減価償却費 1,090

賃借料 816

 

※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 16百万円

その他(工具器具備品) 6

合計 22

※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 10百万円

その他(工具器具備品) 1

土地 32

合計 43

 

※５ 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

   (除却損)

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 35

その他(工具器具備品) 62

無形固定資産 8

合計 106

   (売却損)

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 2

その他(工具器具備品) 7

合計 10

 

※５ 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

   (除却損)

建物及び構築物 18百万円

機械装置及び運搬具 7

その他(工具器具備品) 125

無形固定資産 52

合計 204

   (売却損)

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 7

その他(工具器具備品) 3

合計 11
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前連結会計年度

(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

───

 

※６  希望退職制度等に伴う損失

希望退職制度等に伴う損失の内訳は、次のとおり

であります。

退職特別加算金 2,318百万円

大量退職に伴う退職給付制度の
一部終了損失

615

再就職支援費用 161

その他 45

なお、大量退職に伴う退職給付制度の一部終了損

失の内訳は、次のとおりであります。

退職給付債務の増加額 331百万円

数理計算上の差異償却額 310

過去勤務債務償却額 △26

─── ※７  減損損失

当連結会計年度において以下の資産につき減損損

失を計上しました。

 

場所 用途 種類
金額

(百万円)

本社工場 事業用資産
建物 

及び構築物
2,589

(和歌山市)
 

事業用資産
機械装置 

及び運搬具
274

事業用資産 土        地 4,582

事業用資産 無形固定資産 1,108

事業用資産 そ   の   他 442

本社工場隣接土地
（和歌山市）

未 利 用 土        地 878

当社及び連結子会社は、継続的に収支の把握を行

っている管理会計上の区分である事業単位を一つ

のグルーピング単位としております。遊休資産に

ついては各資産をグルーピングの単位としており

ます。

事業用資産につきましては、需要の低迷により投

資額回収が困難と予想されるため、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額は、正味売却可能価額によっ

て測定しており、不動産鑑定評価額や固定資産税

評価額等に合理的な調整を加えて算定しておりま

す。

本社工場隣接土地につきましては、将来における

具体的な使用計画がないことにより遊休資産とし

て回収可能額が帳簿価額を下回ったため、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上しました。なお、回収

可能価額は正味売却可能価額によって測定してお

り、不動産鑑定評価額や固定資産税評価額等に合

理的な調整を加えて算定しております。

※８  和解金

CIALIT, S.A.への独占代理店契約解消に伴う一時

金の支払いであります。

───
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(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

 
  

 
  

 
  

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

 
  

    該当事項はありません。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 36,190 ─ ─ 36,190

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 576 0 ─ 576

３ 配当に関する事項

(1) 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

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 534 15 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月17日 
取締役会

普通株式 534 15 平成20年９月30日 平成20年12月５日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 534 15 平成21年３月31日 平成21年６月29日

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 36,190 ─ ─ 36,190

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 576 0 ─ 576

３ 配当に関する事項

(1) 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

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 534 15 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年10月30日 
取締役会

普通株式 534 15 平成21年９月30日 平成21年12月７日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

― 24 ―

ノーリツ鋼機(株)　(7744)　平成22年３月期決算短信



  

 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

平成21年３月31日

現金及び預金勘定 27,034百万円

現金及び預金勘定に含まれ
ている外貨建定期預金

△1,825

有価証券勘定に含まれてい
る国内ＣＤ

6,630

現金及び現金同等物 31,839

平成22年３月31日

現金及び預金勘定 28,328百万円

現金及び預金勘定に含まれ
ている外貨建定期預金

△543

有価証券勘定に含まれてい
る国内ＣＤ

2,460

現金及び現金同等物 30,245
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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、営業利益及び全セグメントの資産の金額の

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、営業利益及び全セグメントの資産の金額の

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。 

  

  

(セグメント情報)

１  事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日)

当連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

２  所在地別セグメント情報

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

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)

Ⅰ  売上高及び営業損益

    売上高

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

16,292 13,940 7,993 4,062 3,144 45,434 ─ 45,434

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

12,588 21 39 120 191 12,961 (12,961) ─

計 28,880 13,962 8,032 4,183 3,336 58,395 (12,961) 45,434

    営業費用 31,719 13,745 9,243 4,258 3,207 62,174 (14,876) 47,298

    営業利益又は 
営業損失(△)

△2,838 216 △1,211 △75 128 △3,779 1,914 △1,864

Ⅱ  資産 40,276 11,863 4,211 5,743 4,609 66,703 29,744 96,448
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(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  資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度31,196百万円、当連結会計年度

19,215百万円であり、その主なものは親会社での余資運用資金(預金及び有価証券等)、長期投資資金(投資

有価証券等)であります。 

３  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 

４  会計処理の方法の変更 

(前連結会計年度) 

    (1) 棚卸資産の評価に関する会計基準 

    「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当

連結会計年度より「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日公表

分)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、当連結会計年度の営

業費用は、日本において76百万円増加し、営業損失が同額増加しております。 

    (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 

    「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「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。この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、ヨーロッパにおいて209百万円増加し、営業損失が同

額増加しております。 

５  追加情報 

(前連結会計年度) 

有形固定資産の耐用年数の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い当連結会計年度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、当連結会計年度の営業費用は、日本において58百万円増加

し、営業損失が同額増加しております。 

  

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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)

Ⅰ  売上高及び営業損益

    売上高

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

10,003 8,184 4,357 3,430 1,982 27,959 ─ 27,959

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

10,046 139 59 164 114 10,525 (10,525) ─

計 20,049 8,324 4,417 3,595 2,097 38,484 (10,525) 27,959

    営業費用 25,995 8,209 5,798 3,932 2,280 46,216 (11,334) 34,882

    営業利益又は 
営業損失(△)

△5,945 114 △1,381 △337 △183 △7,732 809 △6,922

Ⅱ  資産 34,918 11,540 4,605 5,104 6,038 62,206 19,304 81,510

アジア・
オセアニア

………中国・オーストラリア・台湾
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(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・フランス 

 
その他の地域……ブラジル・メキシコ 

  

３  海外売上高

項目

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

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) 16,064 8,506 7,421 6,469 38,461

Ⅱ  連結売上高(百万円) 45,434

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

35.4 18.7 16.3 14.3 84.7

項目

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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) 8,866 4,449 4,922 3,494 21,733

Ⅱ  連結売上高(百万円) 27,959

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

31.7 15.9 17.6 12.5 77.7

アジア・
オセアニア

………中国・インド・オーストラリア
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(注)  １  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２  １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、関連当事者情報に関

する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略し

ております。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 2,376円77銭 １株当たり純資産額 1,833円18銭

１株当たり当期純損失金額 108円50銭 １株当たり当期純損失金額 585円66銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同左

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 84,646 65,325

純資産の部の合計額から控除する金額 

(百万円)
─ 38

(うち少数株主持分(百万円)) ─ (38)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 84,646 65,286

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式数(株)
35,614,226 35,614,144

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当期純損失(百万円) △3,864 △20,857

普通株式に係る当期純損失(百万円) △3,864 △20,857

普通株式の期中平均株式数(株) 35,614,275 35,614,193

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,595 15,027

受取手形 117 81

売掛金 3,560 3,144

有価証券 11,393 6,623

商品及び製品 5,912 4,897

仕掛品 633 365

原材料及び貯蔵品 100 109

前払費用 104 99

短期貸付金 250 1,754

未収入金 898 532

信託受益権 400 －

その他 87 650

貸倒引当金 △28 △8

流動資産合計 38,025 33,278

固定資産   

有形固定資産   

建物 25,974 23,975

減価償却累計額 △17,221 △17,686

建物（純額） 8,752 6,288

構築物 3,872 3,345

減価償却累計額 △3,296 △3,343

構築物（純額） 575 1

機械及び装置 6,887 6,485

減価償却累計額 △6,116 △6,159

機械及び装置（純額） 770 325

車両運搬具 175 154

減価償却累計額 △161 △144

車両運搬具（純額） 14 9

工具、器具及び備品 18,759 13,581

減価償却累計額 △17,536 △13,201

工具、器具及び備品（純額） 1,222 379

土地 12,230 6,701

建設仮勘定 54 52

有形固定資産合計 23,620 13,758

無形固定資産   

ソフトウエア 1,326 296

ソフトウエア仮勘定 79 166

その他 30 －

無形固定資産合計 1,436 463
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,260 3,656

関係会社株式 6,992 7,509

出資金 1 1

関係会社出資金 3,959 4,028

長期貸付金 54 55

関係会社長期貸付金 450 1,854

破産更生債権等 26 23

長期前払費用 55 18

前払年金費用 461 －

差入保証金 59 47

保険積立金 625 139

その他 81 98

貸倒引当金 △137 △151

投資その他の資産合計 18,891 17,282

固定資産合計 43,948 31,504

資産合計 81,974 64,782

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,896 3,342

未払金 822 3,118

未払費用 180 104

未払法人税等 － 6

前受金 163 132

預り金 52 51

前受収益 321 269

賞与引当金 578 212

製品保証引当金 462 446

設備関係未払金 264 239

その他 0 －

流動負債合計 5,742 7,924

固定負債   

繰延税金負債 － 170

長期未払金 167 38

退職給付引当金 － 386

その他 451 190

固定負債合計 619 786

負債合計 6,361 8,710
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,025 7,025

資本剰余金   

資本準備金 17,913 17,913

資本剰余金合計 17,913 17,913

利益剰余金   

利益準備金 582 582

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 257 257

特別償却準備金 212 155

別途積立金 55,552 44,552

繰越利益剰余金 △4,679 △13,431

利益剰余金合計 51,926 32,118

自己株式 △1,211 △1,211

株主資本合計 75,654 55,845

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △42 226

評価・換算差額等合計 △42 226

純資産合計 75,612 56,072

負債純資産合計 81,974 64,782
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 27,770 19,030

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 1,431 1,167

当期製品製造原価 17,101 13,142

当期商品仕入高 136 114

合計 18,669 14,424

商品及び製品期末たな卸高 1,167 752

売上原価合計 17,501 13,672

売上総利益 10,268 5,358

販売費及び一般管理費   

販売手数料 27 15

荷造運搬費 1,213 668

広告宣伝費 520 274

設置・アフターサービス費 771 649

製品保証引当金繰入額 462 446

貸倒引当金繰入額 28 28

役員報酬 129 130

給料及び賞与 2,357 2,503

賞与引当金繰入額 279 112

退職給付費用 183 270

支払手数料 1,244 896

福利厚生費 399 399

旅費及び交通費 306 234

通信費 99 77

租税公課 196 156

減価償却費 805 750

賃借料 232 210

研究開発費 2,216 2,596

その他 1,679 837

販売費及び一般管理費合計 13,153 11,257

営業損失（△） △2,884 △5,899

営業外収益   

受取利息 269 179

有価証券利息 211 108

受取配当金 287 499

その他 268 259

営業外収益合計 1,036 1,046

営業外費用   

為替差損 660 79

その他 63 33

営業外費用合計 724 113

経常損失（△） △2,572 △4,965
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 5 29

貸倒引当金戻入額 42 29

その他 1 －

特別利益合計 48 58

特別損失   

固定資産売却損 0 3

固定資産除却損 91 182

投資有価証券売却損 41 －

投資有価証券評価損 678 151

関係会社株式評価損 － 225

関係会社出資金評価損 316 186

希望退職制度等に伴う損失 － 3,140

減損損失 － 9,874

和解金 405 －

特別損失合計 1,533 13,764

税引前当期純損失（△） △4,057 △18,671

法人税、住民税及び事業税 131 68

法人税等調整額 620 －

法人税等合計 751 68

当期純損失（△） △4,809 △18,740
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,025 7,025

当期末残高 7,025 7,025

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 17,913 17,913

当期末残高 17,913 17,913

資本剰余金合計   

前期末残高 17,913 17,913

当期末残高 17,913 17,913

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 582 582

当期末残高 582 582

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 257 257

当期末残高 257 257

特別償却準備金   

前期末残高 269 212

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △56 △56

当期変動額合計 △56 △56

当期末残高 212 155

別途積立金   

前期末残高 57,552 55,552

当期変動額   

別途積立金の取崩 △2,000 △11,000

当期変動額合計 △2,000 △11,000

当期末残高 55,552 44,552

繰越利益剰余金   

前期末残高 △858 △4,679

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 △1,068

特別償却準備金の取崩 56 56

別途積立金の取崩 2,000 11,000

当期純損失（△） △4,809 △18,740

当期変動額合計 △3,821 △8,752

当期末残高 △4,679 △13,431
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 57,804 51,926

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 △1,068

特別償却準備金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △4,809 △18,740

当期変動額合計 △5,878 △19,808

当期末残高 51,926 32,118

自己株式   

前期末残高 △1,210 △1,211

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1,211 △1,211

株主資本合計   

前期末残高 81,532 75,654

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 △1,068

当期純損失（△） △4,809 △18,740

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △5,878 △19,808

当期末残高 75,654 55,845

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 597 △42

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △639 268

当期変動額合計 △639 268

当期末残高 △42 226

評価・換算差額等合計   

前期末残高 597 △42

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △639 268

当期変動額合計 △639 268

当期末残高 △42 226

純資産合計   

前期末残高 82,130 75,612

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 △1,068

当期純損失（△） △4,809 △18,740

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △639 268

当期変動額合計 △6,517 △19,540

当期末残高 75,612 56,072
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該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

満期保有目的の債券は償却原価法(定

額法)、子会社株式及び関連会社株式

は移動平均法による原価法、その他有

価証券のうち、時価のあるものは期末

日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算

定)、時価のないものは移動平均法に

よる原価法によっております。

同左

２ デリバティブ取引の評価

基準及び評価方法

時価法によっております。 同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

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)によって

おります。

同左

(会計方針の変更) 

当事業年度より、「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日公表分)を適用し

ております。 

これにより、営業損失、経常損失及び

税引前当期純損失はそれぞれ76百万円

増加しております。

───

４ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産 建物(建物附属設備を

除く)については定額

法、その他の有形固

定資産については定

率法によっておりま

す。

なお、主要な減価償

却資産の耐用年数は

次のとおりでありま

す。

建物……10年～50年

機械及び装置

  ……７年

工具器具備品

  ……２年～10年

同左

(追加情報) 

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、当事業年度

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。 

これにより営業損失、経常損失及び税

引前当期純損失はそれぞれ58百万円増

加しております。

───
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

無形固定資産 ソフトウェア……社内

における利用可能期間

(３年から５年)に基づ

く定額法

       その他……定額法

無形固定資産  同左

長期前払費用………………定額法 長期前払費用  同左

５ 外貨建資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

同左

６ 引当金の計上基準  

 (1) 貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

同左

 (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与支給に充てるた

め、将来賞与支給見込額のうち当事業

年度に対応する部分を計上しておりま

す。

同左

 (3) 製品保証引当金 当社の販売済製品の無償修理費用の支

出に備えるため、販売済製品について

過去の実績を基礎に将来の製品保証費

見込額を計上しております。

同左

 (4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しており

ます。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(15年)による定率法により処理するこ

ととしております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(15年)による定率

法により按分した額を発生の翌事業年

度から処理することとしております。

同左

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ会計を採用し

ております。

なお、為替予約及び通貨スワップ

については振当処理の要件を満た

している場合は振当処理を採用し

ております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約及び
通貨オプション

外貨建売上債権

為替予約・
通貨オプション 
及び通貨スワップ

外貨建予定取引

通貨スワップ 外貨建貸付金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

取締役会の承認を受けた職務権限

及び取引限度額を定めた内規に基

づいて、外貨建債権に係る将来の

為替変動リスクをヘッジしており

ます。

なお、在外子会社への外貨建貸付

金の為替変動リスクに関しては、

原則として100％ヘッジする方針

であります。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約・通貨オプション及び通

貨スワップについては、契約内容

により高い有効性が明らかに認め

られる取引や実行可能性の極めて

高い輸出取引に係る取引であるた

め、有効性の判定は省略しており

ます。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

９ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

  消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【表示方法の変更】

前事業年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

─── 

  

 

  

 

 

(損益計算書)

前事業年度まで区分掲記しておりました「製品保証費」

(当事業年度 55百万円)は、重要性が低下したため、当

事業年度より販売費及び一般管理費の「その他」に含め

て表示しております。 

  

前事業年度において「製品保証費」に含めて表示してお

りました「製品保証引当金繰入額」(前事業年度 45百万

円)は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記

しております。 

  

前事業年度において販売費及び一般管理費の「その他」

に含めて表示しておりました「設置・アフターサービス

費」(前事業年度 933百万円)は、重要性が増したため、

当事業年度より区分掲記しております。 

  

前事業年度まで区分掲記しておりました「受取賃貸料」

(当事業年度 56百万円)は、重要性が低下したため、当

事業年度より営業外収益の「その他」に含めて表示して

おります。

(貸借対照表)

前事業年度まで区分掲記しておりました「信託受益権」

(当事業年度 300百万円)は、重要性が低下したため、当

事業年度より流動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

 

───
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 該当事項はありません。 

  

1. 新任取締役候補 

 取締役           青柳  政孝 

 取締役（非常勤） 柴田  英利 

  

 
(注) １  金額は標準的販売価格にて算出しております。 

２  本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

当社グループのミニラボシステム機器は、計画生産方式を採用しており、大型ラボ機器(省力機器は

含まず)は受注生産方式を採用しております。大型ラボ機器につきましては、少量のため記載を省略し

ております。 

6.  その他

(1) 役員の異動

 ① 代表者の異動

 ② その他の役員の異動 (平成22年６月25日付予定)

(2) その他

  生産、受注及び販売の状況

  ① 生産実績

区分

前連結会計年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日) 前期比

(％)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

ミニラボシステム機器 20,454 73.1 11,894 73.8 △41.9

オプション及び補修用部品 6,837 24.4 4,075 25.3 △40.4

その他 708 2.5 138 0.9 △80.4

合計 28,000 100.0 16,108 100.0 △42.5

  ② 受注状況
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(注) １  主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

   なお、当連結会計年度において総販売実績に対する割合が10％を超える相手先はありません。 

 
２  本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 

  ③ 販売実績

区分

前連結会計年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日) 前期比

(％)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

ミニラボシステム機器 28,501 62.7 14,395 51.5 △49.5

オプション及び補修用部品 8,344 18.4 6,308 22.6 △24.4

その他 8,588 18.9 7,255 25.9 △15.5

合計 45,434 100.0 27,959 100.0 △38.5

相手先

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

Walgreen National Corporation 4,668 10.3 ─ ─
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