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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 624,013 △4.3 29,754 △33.9 26,076 △21.3 8,677 △80.1

22年3月期第3四半期 651,937 △13.6 45,046 50.4 33,135 66.8 43,685 ―

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

23年3月期第3四半期 32.20 ―

22年3月期第3四半期 162.19 162.18

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

23年3月期第3四半期 1,049,382 160,173 14.5 572.66
22年3月期 1,152,227 216,891 18.2 775.76

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  152,180百万円 22年3月期  209,432百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
23年3月期 ― 15.00 ―

23年3月期 
（予想）

15.00 30.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 865,000 △2.0 48,000 △20.2 39,000 △13.6 14,000 △70.7 52.68



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年11月5日に公表しました連結業績予想は、本資料において修正しています。 
２．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およ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および業績予想のご利用に当たっての注意事項等につ
いて、ならびに上記1に係る業績予想の具体的修正内容は、四半期決算短信（添付資料）4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期3Q  271,283,608株 22年3月期  271,283,608株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  5,541,372株 22年3月期  1,315,105株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  269,498,188株 22年3月期3Q  269,352,362株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、円高の進行が一服したことや日銀の金融緩和政策により緩やかな改

善の動きが見られたものの、雇用情勢が依然として厳しい状況であるなど先行きの不透明な状態が続きました。世

界経済も米国の金融緩和政策により株式市場が堅調に推移するなど回復期待が高まっているものの、一方で欧州に

おける信用収縮が継続するなど、景気の下振れ懸念が拭えない情勢となりました。 

 このような経営環境のもと、当社グループは平成23年３月期を初年度とする「2010年経営基本計画」を新たに策

定し、「グローバル化のネクストステージへ」をスローガンに掲げ、「グローバル競争力のある企業体質への転

化」および「新興国市場への事業展開の強化」に向けた取組みを開始しました。 

 当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、医療事業および情報通信事業が増収となりました

が、平成21年８月に分析機事業を譲渡したことによる減収のほか映像事業で減収となったことにより、前年同期比

で279億24百万円減少して 百万円（前年同期比4.3％減）となりました。営業利益については為替の影響

や映像事業で営業損失を計上したことにより 百万円（前年同期比33.9％減）となり、経常利益については

営業利益の減益を主要因として 百万円（前年同期比21.3％減）となりました。四半期純利益は、分析機事

業の譲渡に伴う特別利益を計上した前年同期と比べ350億8百万円減少し 百万円（前年同期比80.1％減）とな

りました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間は468億19百万円の研究開発費を投じるとともに、215億55百万円の設備投資を

実施しました。 

 為替相場は前年同期に比べ、対米ドル、対ユーロともに円高で推移し、期中の平均為替レートは、１米ドル＝

86.85円（前年同期は93.56円）、１ユーロ＝113.31円（同133.00円）となり、売上高に与える影響としては前年同

期比342億円の減収要因、営業利益では前年同期比104億円の減益要因となりました。 

 なお、第１四半期連結会計期間よりセグメント情報の事業区分を変更していますので、下記の前年同期比につい

ては、前年同期の数値を変更後の事業区分に組替えた数値との比較となっています。 

[医療事業] 

 医療事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は2,618億35百万円（前年同期比2.4％増）、営業利益は519億92

百万円（前年同期比7.6％減）となりました。 

 医療用内視鏡分野は、国内で主力のハイビジョン内視鏡システムが売上を伸ばしたことに加え、海外では北米や

中国市場での売上が引き続き好調で増収となりました。 

 外科や処置具等の分野では、膵胆管等の内視鏡治療に使用するディスポーザブルガイドワイヤの新製品が販売数

を伸ばしたことなどで増収となりました。 

 医療事業の営業利益については、為替の影響や研究開発投資の増加により減益となりました。 

[ライフ・産業事業] 

 ライフ・産業事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は708億11百万円（前年同期比14.8％減）、営業利益は

44億35百万円（前年同期比2.1％減）となりました。 

 国内外で設備投資が回復基調となり、工業用顕微鏡やレーザー顕微鏡「LEXT（レクスト）」シリーズなど産業機

器分野の製品の販売が好調であったほか、ライフサイエンス分野においても国内でシステム生物顕微鏡の新製品

「BX3」シリーズが売上を伸ばしましたが、平成21年８月に分析機事業を譲渡したことにより、ライフ・産業事業

全体としては減収となりました。 

 営業利益についても、分析機事業を譲渡したことにより前年同期比では横ばいとなりました。 

[映像事業] 

 映像事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は1,029億96百万円（前年同期比24.3％減）、営業損失は77億32

百万円（前年同期は35億75百万円の営業利益）となりました。 

 レンズ交換式デジタル一眼カメラにおいて、プロユーザーやハイアマチュアを対象としたフラッグシップ機「E-

5」の販売を開始したほか、「マイクロフォーサーズシステム規格」に準拠した小型軽量かつ上質なデザインの

「オリンパス・ペンE-PL1」の販売が国内やアジアで好調に推移しました。しかしながら、為替の影響とデジタル

カメラの競争激化に伴う販売台数の減少により映像分野全体としては減収となりました。 

 映像事業の営業損益については、原価低減に努めましたが、減収により営業損失を計上しました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

6,240億13

297億54

260億76

86億77



[情報通信事業] 

 情報通信事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は1,521億82百万円（前年同期比13.1％増）、営業利益は35

億47百万円（前年同期比10.1％増）となりました。 

 売上高については、光回線等の固定回線やデータカード、フォトフレーム等の商材の販売が好調に推移したほ

か、スマートフォン等の携帯電話端末の売上が拡大し増収となりました。 

 情報通信事業の営業利益については、携帯電話端末の売上拡大に加え、販売コスト等の効率化を一段と推し進め

たことにより、増益となりました。 

[その他事業] 

 その他事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は361億89百万円（前年同期比15.0％減）、営業損失は26億6百

万円（前年同期は40億82百万円の営業損失）となりました。 

 当第３四半期連結累計期間において、新事業創生に係るグループ内の経営資源を共有しグループ総合力を強化す

るとともに、新規事業の探索および開発を加速させる効果的な経営体制へと変革することを目的とした新会社を設

立し営業を開始しました。 

 売上高については、平成21年11月に一部子会社を売却したことによる売上の減少等に伴い、その他事業全体の売

上は減収となりました。 

 その他事業の営業損益については、新事業関連子会社の収益が改善したことにより、損失幅が縮小しました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末は、総資産が前連結会計年度末に比べ1,028億45百万円減少し、 百万円

となりました。 

 資産は、主に受取手形及び売掛金が203億41百万円、投資有価証券が436億87百万円減少した一方、仕掛品が12億

32百万円、原材料及び貯蔵品が36億40百万円増加しました。 

 負債は、短期借入金が439億53百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が120億27百万円、社債（一年内償還予

定含む）が200億40百万円、長期借入金が335億63百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ461億27

百万円減少し、 百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ567億18百万円減少し、 百万円となりました。主な減少要因は、自

己株式が100億4百万円増加したこと、及び為替や株価等の変動から生ずる評価・換算差額等が471億88百万円減少

したことです。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の18.2％から14.5％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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増減要因は、次のとおりです。 

 営業活動による資金の増加は 百万円となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益232億80

百万円、減価償却費239億73百万円、売上債権の減少135億31百万円等によるものです。一方で主な減少要因は、た

な卸資産の増加97億20百万円、仕入債務の減少119億53百万円、法人税等の支払額248億91百万円等によるもので

す。 

 投資活動による資金の減少は 百万円となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得142億45百万円、

無形固定資産の取得54億19百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得124億15百万円等によるものです。

一方で主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還375億57百万円等によるものです。 

 財務活動による資金の減少は 百万円となりました。主な減少要因は、短期借入金の純減少額116億53百万

円、長期借入金の返済49億67百万円、社債の償還200億40百万円、自己株式の取得100億4百万円等によるもので

す。一方で主な増加要因は、長期借入れ257億85百万円等によるものです。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比較して

188億11百万円減少し、 百万円となりました。 

1兆493億82

8,892億9

1,601億73

181億78

8億55

295億53

1,842億2



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績見通しについては、当第３四半期連結累計期間の実績を踏まえ、映像事業を中心に厳しい事業環境が

継続していること等を考慮し、以下のとおり売上高、営業利益、経常利益、当期純利益を修正します。なお、第４

四半期の為替レートについては、１米ドル＝85円、１ユーロ＝110円を想定しており、業績見通しの前提となる通

期の平均為替レートとしては、１米ドル＝86円、１ユーロ＝112円を想定しています。 

（通期） 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①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います。 

②棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっています。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっています。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ています。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しています。 

なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響及び当会計基準等の適

用開始による資産除去債務の変動額は軽微です。 

②企業結合に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会

計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10

号 平成20年12月26日）を適用しています。 

  

  
売上高 

（百万円） 

営業利益 

（百万円） 

経常利益 

（百万円） 

当期純利益 

（百万円） 

１株当たり 

当期純利益 

前回発表予想（Ａ）  880,000  53,000  41,000  15,000 円 55.56

今回修正予想（Ｂ）  865,000  48,000  39,000  14,000 円 52.68

増減額（Ｂ-Ａ）  △15,000  △5,000  △2,000  △1,000  ―

増減率（％）  △1.7  △9.4  △4.9  △6.7  ―

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 188,119 206,783

受取手形及び売掛金 133,898 154,239

有価証券 1,000 －

商品及び製品 56,080 57,042

仕掛品 20,142 18,910

原材料及び貯蔵品 18,378 14,738

その他 89,329 83,900

貸倒引当金 △2,643 △2,736

流動資産合計 504,303 532,876

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 62,321 68,124

機械装置及び運搬具（純額） 12,236 14,300

工具、器具及び備品（純額） 35,342 36,665

土地 19,061 19,065

リース資産（純額） 4,628 3,877

建設仮勘定 1,749 2,463

有形固定資産合計 135,337 144,494

無形固定資産   

のれん 180,403 194,065

その他 62,016 71,581

無形固定資産合計 242,419 265,646

投資その他の資産   

投資有価証券 96,584 140,271

その他 72,038 70,210

貸倒引当金 △1,299 △1,270

投資その他の資産合計 167,323 209,211

固定資産合計 545,079 619,351

資産合計 1,049,382 1,152,227



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 62,047 74,074

短期借入金 137,886 93,933

1年内償還予定の社債 240 20,040

未払法人税等 7,817 17,088

製品保証引当金 8,377 9,708

その他の引当金 － 2

その他 107,500 117,597

流動負債合計 323,867 332,442

固定負債   

社債 110,120 110,360

長期借入金 403,585 437,148

退職給付引当金 19,371 19,888

その他の引当金 156 147

その他 32,110 35,351

固定負債合計 565,342 602,894

負債合計 889,209 935,336

純資産の部   

株主資本   

資本金 48,332 48,332

資本剰余金 55,166 55,166

利益剰余金 168,178 168,238

自己株式 △14,140 △4,136

株主資本合計 257,536 267,600

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,734 9,101

繰延ヘッジ損益 186 △438

為替換算調整勘定 △112,276 △66,831

評価・換算差額等合計 △105,356 △58,168

少数株主持分 7,993 7,459

純資産合計 160,173 216,891

負債純資産合計 1,049,382 1,152,227



（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 651,937 624,013

売上原価 348,335 334,828

売上総利益 303,602 289,185

販売費及び一般管理費 258,556 259,431

営業利益 45,046 29,754

営業外収益   

受取利息 822 693

受取配当金 692 734

為替差益 702 3,479

その他 2,460 4,065

営業外収益合計 4,676 8,971

営業外費用   

支払利息 10,543 9,294

その他 6,044 3,355

営業外費用合計 16,587 12,649

経常利益 33,135 26,076

特別利益   

投資有価証券売却益 652 806

関係会社株式売却益 2,536 64

事業譲渡益 46,108 －

特別利益合計 49,296 870

特別損失   

減損損失 331 －

投資有価証券売却損 392 2,838

関係会社株式売却損 97 69

投資損失引当金繰入額 1,929 －

投資有価証券評価損 2,530 138

段階取得に係る差損 － 310

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 311

のれん償却額 1,064 －

その他 500 －

特別損失合計 6,843 3,666

税金等調整前四半期純利益 75,588 23,280

法人税等 31,575 14,193

少数株主損益調整前四半期純利益 － 9,087

少数株主利益 328 410

四半期純利益 43,685 8,677



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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利益 75,588 23,280

減価償却費 32,000 23,973

減損損失 331 －

のれん償却額 10,676 11,149

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,167 715

投資損失引当金の増減額（△は減少） 1,929 －

受取利息及び受取配当金 △1,514 △1,427

支払利息 10,543 9,294

事業譲渡損益（△は益） △46,108 －

関係会社株式売却損益（△は益） △2,439 5

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,177

投資有価証券評価損益（△は益） 2,530 138

売上債権の増減額（△は増加） △1,742 13,531

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,077 △9,720

仕入債務の増減額（△は減少） 2,233 △11,953

未払金の増減額（△は減少） △682 414

未払費用の増減額（△は減少） △9,506 △9,616

その他 3,953 △1,652

小計 77,882 49,308

利息及び配当金の受取額 1,614 1,466

利息の支払額 △9,181 △7,705

法人税等の支払額 △13,241 △24,891

営業活動によるキャッシュ・フロー 57,074 18,178

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 △3,934 △4,605

定期預金の払戻による収入 3,562 4,151

有形固定資産の取得による支出 △32,966 △14,245

無形固定資産の取得による支出 △3,918 △5,419

投資有価証券の取得による支出 △3,420 △3,278

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,009 37,557

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△372 △12,415

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△21 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

17,579 201

子会社株式の取得による支出 △1,517 △3,192

営業譲受による支出 △6,851 －

事業譲渡による収入 74,402 1,980

その他 △1,392 △1,590

投資活動によるキャッシュ・フロー 42,161 △855



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △7,627 △11,653

長期借入れによる収入 68,714 25,785

長期借入金の返済による支出 △45,044 △4,967

社債の発行による収入 200 －

社債の償還による支出 △20,000 △20,040

自己株式の取得による支出 － △10,004

配当金の支払額 △3,826 △8,099

その他 △711 △575

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,294 △29,553

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,629 △7,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 89,312 △19,858

現金及び現金同等物の期首残高 132,720 203,013

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 477 1,047

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

88 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 222,597 184,202



該当事項はありません。 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

当社グループは、当社及びオリンパスメディカルシステムズ㈱、オリンパスイメージング㈱並びにアイ・テ

ィー・エックス㈱に事業部門を置き、各事業部門は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的

な戦略を立案し、事業活動を展開しています。 

したがって、当社グループは、事業部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「医療事業」「ライフ・産業事業」「映像事業」「情報通信事業」及び「その他事業」の５つを報告セグメン

トとしています。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（単位：百万円）

（注）セグメント利益の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万

円が含まれています。全社費用は、主に親会社のコーポレートセンター（総務部門等管理部門）及び研究

開発センターに係る費用です。 

・各セグメントに属する主要製品・サービス 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

報告セグメント 
調整額 

（注） 
合計 

医療 
ライフ 

・産業 
映像 情報通信 その他 計 

売上高                 

外部顧客への

売上高 
 261,835  70,811  102,996  152,182  36,189  624,013 ―  624,013

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 77  115  68 ―  34  294  △294 ― 

計  261,912  70,926  103,064  152,182  36,223  624,307  △294  624,013

セグメント利益 

（営業利益） 
 51,992  4,435  △7,732  3,547  △2,606  49,636  △19,882  29,754

△19,882 △19,882

セグメント 主要製品・サービス 

医療 医療用内視鏡、外科内視鏡、内視鏡処置具他 

ライフ・産業 
生物顕微鏡、工業用顕微鏡、工業用内視鏡、非破壊検査機器、 

プリンタ他 

映像 デジタルカメラ、録音機 

情報通信 携帯電話等のモバイル端末販売 

その他 システム開発、生体材料他 



３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動）  

該当事項はありません。 

（参考情報） 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報の事業区分を、新セグメントに組替えた結果は、以

下の通りです。 

（単位：百万円）

（注）セグメント利益の調整額△18,480百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△18,480百万

円が含まれています。全社費用は、主に親会社のコーポレートセンター（総務部門等管理部門）及び研究

開発センターに係る費用です。 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しています。 

  

 当社は、平成22年11月５日開催の取締役会における自己株式の取得決議に基づき、自己株式の取得を行いまし

た。この自己株式の取得及び単元未満株式の買取りにより、自己株式が10,004百万円増加し、当第３四半期連結会

計期間末において自己株式が14,140百万円となりました。  

  

報告セグメント 
調整額 

（注） 
合計 

医療 
ライフ 

・産業 
映像 情報通信 その他 計 

売上高                 

外部顧客への

売上高 
 255,749  83,079  135,972  134,583  42,554  651,937  ―  651,937

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 22  115  61  ―  274  472  △472  ―

計  255,771  83,194  136,033  134,583  42,828  652,409  △472  651,937

セグメント利益 

（営業利益） 
 56,280  4,530  3,575  3,223  △4,082  63,526  △18,480  45,046

（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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