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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 29,312 4.8 239 ― △448 ― △5,782 ―

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

（注）包括利益 23年3月期 △7,538百万円 （―％） 22年3月期 △18,994百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 △162.37 ― △9.4 △0.6 0.8
22年3月期 △585.66 ― △27.8 △6.8 △24.8

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  △655百万円 22年3月期  △35百万円

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

23年3月期 73,062 57,787 79.1 1,622.59
22年3月期 81,510 65,325 80.1 1,833.18

（参考） 自己資本   23年3月期  57,787百万円 22年3月期  65,286百万円

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

23年3月期 △2,731 △9,368 6,008 22,368
22年3月期 130 △2,421 △1,142 30,245

2.  配当の状況 

平成24年3月期の配当予想額については第2四半期末・期末ともに未定。 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 15.00 ― 0.00 15.00 534 ― 0.7
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 9,600 △37.8 10 ― △70 ― △230 ― △6.46

通期 20,000 △31.8 650 171.7 450 ― 50 ― 1.40



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  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料22ページ「４．連結財務諸表（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」をご参照ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名） ＮＫワークス株式会社 、 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 36,190,872 株 22年3月期 36,190,872 株

② 期末自己株式数 23年3月期 576,774 株 22年3月期 576,728 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 35,614,129 株 22年3月期 35,614,193 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 12,291 △35.4 527 ― 5,707 ― 2,789 ―

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

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

23年3月期 78.32 ―

22年3月期 △526.21 ―

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 58,965 58,591 99.4 1,645.18
22年3月期 64,782 56,072 86.6 1,574.44

（参考） 自己資本 23年3月期  58,591百万円 22年3月期  56,072百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
経営環境の先行きが依然不透明であることにより、平成24年3月期の配当につきましては、第2四半期末・期末ともに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。 
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。なお、業績予想に関連する事項については、添付資料の４ページを参照してください。 
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（当期の経営成績） 

当連結会計年度における世界経済は、欧州の金融不安や北アフリカ・中東の政情不安など懸念される

状況にありますが、米国では景気対策や金融政策が奏功し緩やかな回復基調が続き、またアジア地域で

は中国を中心に高い成長が維持されるなど景気の拡大基調が続きました。一方わが国経済は、年度前半

は輸出主導で景気の回復傾向が見られましたが、その後の急激な円高や依然として厳しい雇用情勢など

不透明感が残っています。 

このような状況のもと、当社グループでは、新たにブランドステートメント「face the NEXT」を掲

げ、当年度を第二の創業と位置付けました。具体的には、創業以来の当社主要事業であるイメージング

事業に加えて、「環境」「食」「医療」分野の事業を成長領域と捉え、当社グループが保有するモノづ

くり・販売・サービス・ITなどのノウハウを駆使し、M&Aを活用した新しい事業ポートフォリオを構築

するべく積極的に取り組んでまいりました。 

当連結会計年度における主な事業の状況につきましては、イメージング事業では写真の楽しみ方の多

様化や消費者動向の変化により、写真プリント需要が大きく落ち込んでおり、そのため、ミニラボ店の

収益力の低下や投資マインドが悪化するなど、先進国・新興国を問わず厳しい事業環境が続いていま

す。一方、遠隔医療支援事業では新規連結対象となった㈱ドクターネットが展開している遠隔画像診断

支援サービスを中心に堅調に推移しました。 

これらの結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は、大幅な円高の影響を受けながら

も、北米大手顧客向け販売の増加や新規連結対象の㈱ドクターネットが加わったことなどにより、293

億12百万円（前期比4.8％増）となりました。内訳としましては、国内売上高は61億82百万円（前期比

0.7％減)、海外売上高は231億29百万円（前期比6.4%増）となり、連結売上高全体に占める海外売上高

比率は、78.9%と前期から1.2ポイント上昇しました。 

次に利益面について、販売費及び一般管理費は、グループ全体で更なるコスト構造の見直しに取組

み、徹底的に経費の圧縮に努めたことが奏功し、143億46百万円（前期比31.1％減）と前期に比べ64億

65百万円の削減となりました。その結果、営業利益は、２億39百万円（前期は営業損失69億22百万円）

となり、前期に比べ71億62百万円改善しました。 

また営業外損益について、欧州金融不安などから円高が加速し、為替差損が前期に比べ７億38百万円

増加したことと持分法による投資損失が６億55百万円発生したことなどにより、経常損失は４億48百万

円（前期は経常損失60億47百万円）となりました。これに特別損失として構造改革費用など50億71百万

円を計上し、法人税等を加減算した結果、当期純損失は57億82百万円（前期は208億57百万円）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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セグメント別の業績は次の通りであります。 

  

【日      本】 

日本におきましては、医療支援事業の中核となる㈱ドクターネットの販売が加わったものの、イメー

ジング事業においては機器導入等の設備投資が抑制傾向が続き販売が低調に推移したことから、売上高

は168億70百万円(前期比15.9％減)となりました。 

一方、営業利益は、前期に実施した構造改革による改善効果が顕在化し営業費用は161億27百万円(前

期比38.0％減)と大幅に削減できた結果、７億43百万円(前期は営業損失59億45百万円)と大きく回復で

きました。 

  

【北      米】 

北米におきましては、イメージング事業における 重点地域であり、大手顧客を中心としたビジネス

モデルを積極的に展開しており、また市場に応じた販売戦略を強化してまいりました。その結果、米ド

ルに対する為替相場が6.4％の円高基調で推移したものの北米子会社で大手顧客向けの商品販売が増加

したことにより、売上高は110億79百万円(前期比33.1％増)となりました。 

また、営業利益は、売上高の増加及び営業費用の削減により、１億75百万円(前期比52.3％増)となり

ました。 

  

【中  南  米】 

中南米におきましては、主要な市場であるブラジルでの販売が堅調に推移し中南米全体の販売を牽引

したことから、売上高は24億30百万円(前期比15.9％増)となりました。 

また、営業利益は、売上高の増加及び営業費用の削減により、１億79百万円(前期は営業損失１億83

百万円)と回復しました。 

  

【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緩慢であることに加え、一部に金融不

安等もあることから顧客の買い控えが続いており、売上高は33億51百万円（前期比24.1％減）となりま

した。 

一方、営業利益は、構造改革による営業費用の削減効果が出たものの、７億88百万円(前期は営業損

失13億81百万円)の営業損失となりました。 

なお、ヨーロッパ地域におきましては、当連結会計年度の構造改革としてNoritsu (Deutschland) 

GmbHの清算決議を行うなど、当社子会社による販売から代理店を活用した販売体制へと変更しました。

  

【アジア・オセアニア】 

アジア・オセアニアにおきましては、オセアニア地域で豪州が好調に推移したことから、売上高は42

億２百万円(前期比16.9％増)となりました。 

また、営業利益は、１億77百万円(前期は営業損失３億37百万円)と改善しました。 
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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】 

イメージング事業の主力商品であるミニラボシステム機器の売上高につきましては、135億44百万円

(前期比5.9％減)となりました。 

  

【オプション及び補修用部品】 

ミニラボシステム機器に付随するオプション及び補修用部品の売上高につきましては、78億円(前期

比23.7％増)となりました。 

  

【その他】 

イメージング事業のサービス収入や消耗品、また医療支援事業を含む他の事業に係る売上等を含むそ

の他の売上高につきましては、79億68百万円(前期比9.8％増)となりました。 

  

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事業においては、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、「D1005」の後継モデルとして、新たにプリント解像度1440×1440dpiの高精細プリントに対応し

た「D1005 HR」、当社のコア技術であるAccuSmartTM(画像処理エンジン)を搭載したiPhoneアプリ

“AccuSmart Camera”等の導入を行いました。 

また医療分野においては、㈱ドクターネットにて放射線科専門医不足を補う遠隔画像診断支援サービ

スを軸に、放射線科業務の効率向上、診断精度の向上に寄与するシステムの開発に取り組んでおりま

す。医療機関で発生する全ての診断画像を一元管理するドクターPACSの新バージョン「ドクター

PACS4」および、ドクターPACSの機能を限定した廉価版PACSであるStreamViewを開発しました。また遠

隔読影センターにおいては、遠隔画像診断支援サービスのさらなる質の向上に向けたステム開発を行い

ました。 

当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費の総額は９億60百万円(総製造費用に計

上した試験研究費２億51百万円を含む)であります。 

  

（次期の見通し） 

当社グループが新たに参入した医療支援関連市場におきましては、遠隔画像診断支援サービスの需要

が高まりつつあり堅調に推移するものと想定しております。一方イメージング事業関連市場におきまし

ては、写真の楽しみ方の多様化や消費者動向の変化により、写真プリント需要の低迷が予想され、また

銀塩機と比較し単価の低いドライミニラボの需要が高まりつつあることから、市場環境は引き続き厳し

い状況で推移するものと想定しております。 

このような厳しい状況に対応するため、「お客様に信頼され支持される商品とサービスの提供」とい

う経営方針に基づき、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200億円、営業利益６億50百万円、経常利益４億50百万円、

当期純利益50百万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、80円(前年実績87円

81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730億62百万円となり、前連結会計年度末と比較して84億47百万円減少

しました。 

流動資産は、149億90百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金が72億72百万円、たな卸

資産が47億24百万円減少したことと、貸倒引当金が11億３百万円増加したことによるものです。 

固定資産は、65億43百万円の増加となりました。これは主に取得により土地が50億82百万円、子会社

株式取得に伴うのれんの計上により、無形固定資産が14億66百万円、長期貸付金が10億88百万円増加し

たことと、有価証券への振替等により投資有価証券が６億49百万円減少したことによるものです。 

負債は、９億９百万円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金が36億４百万円、前期実

施した希望退職制度に伴う退職特別加算金等の支払により、流動負債その他に含まれております未払金

が19億47百万円減少したことと、長期借入金が58億60百万円増加したことによるものです。 

純資産は、75億38百万円の減少となりました。これは当期純損失により利益剰余金が57億82百万円減

少したことと、その他の包括利益累計額が17億17百万円減少したことによるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ78億76百万円減

少し、223億68百万円となりました。 

  

【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27億31百万円の資金の減少(前連結会計年度は、１億30百万円

の資金の増加)となりました。資金の減少の主な要因は、税金等調整前当期純損失52億22百万円、仕入

債務の減少額35億31百万円、希望退職制度等に伴う未払金の減少額24億79百万円となっております。資

金の増加の主な要因は、たな卸資産の減少額44億98百万円、構造改革に伴う未払金の増加額15億62百万

円、減価償却費12億34百万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93億68百万円の資金の減少(前連結会計年度は、24億21百万円

の資金の減少)となりました。資金の減少の主な要因は、有形固定資産の取得による支出65億38百万

円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出32億53百万円、投資有価証券の取得による支

出31億18百万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29億18百

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・フローは長期借入れによる収入などにより、60億８百万円の資金の増加

(前連結会計年度は、11億42百万円の資金の減少)となっております。 

  

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、当社を取り巻く環境は依然として大変

厳しく、平成23年３月期連結決算は当期純損失を計上したため、誠に申し訳ございませんが、年間配当

金は無配とさせて頂きます。 

また、次期の配当金につきましては、復配を目標として取り組みます。しかしながら当社グループを

取巻く経営環境が不透明であり、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。 

(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
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近の有価証券報告書(平成22年６月28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。 

  

  

当社グループは、「お客様に信頼され支持される商品とサービスの提供」を経営方針とし、写真処理機

器等の製造・販売及び医療分野における遠隔画像診断支援サービスを主な事業として営んでおります。 

当該事業における当社グループ及び関係会社の位置付けは次のとおりであります。 

  

 イメージング分野の事業における主力商品である「ミニラボシステム機器」及びそれに関連する機

器等の生産につきましては、主として子会社であるＮＫワークス㈱が担当しております。 

 イメージング分野の事業における国内での商品の販売はＮＫワークス㈱が担当しており、保守はＮ

＆Ｆテクノサービス㈱が担当しております。また海外ではＮＫワークス㈱及びその子会社等並びに当

社海外支店が販売・保守を担当しております。またヨーロッパの保守につきましては、Veritek 

Global Limited等が担当しております。 

 医療支援事業においては主として㈱ドクターネットが担当しております。 

 研究開発は、ＮＫワークス㈱及び㈱ドクターネットが担当しております。 

 新規成長領域進出に関する研究・投資はＮＫリレーションズ㈱が担当し、生鮮野菜の生産・販売は

ＮＫアグリ㈱が担当しております。また、当社がその関連会社となる㈱サンクプランニングは、株

式、債券等の金融商品の保有、売買及び運用の業務を営んでおります。 

  

以上述べた事業の概要図は次のとおりとなっております。 

  

(４) 事業等のリスク

２．企業集団の状況

(１) 生産関係

(２) 販売・サービス関係

(３) 研究開発関係

(４) その他
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(注) １  西本興産㈱は、平成23年３月３日をもって㈱サンクプランニングに商号変更をしております。 

２  ㈱西本及びLucidiom Inc．は全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。 

３  N-MEX, S.de R.L. de C.V. は、平成22年５月19日開催の取締役会において清算の決議を行い、現在清算手

続き中であります。 

４  上海諾日士撮影服務有限公司は、平成22年７月30日開催の取締役会において清算の決議を行い、現在清算手

続き中であります。 

５  NORITSU FRANCE E.U.R.L.、NORITSU ITALIA S.r.l.、Noritsu (CR) spol. s.r.o.、Noritsu Poland Sp. z 

o.o.、Noritsu (R） Co. Ltd.及びNORITSU HELLAS LTD. は、平成22年９月14日開催の取締役会において清

算の決議を行い、現在清算手続き中であります。 

６  Noritsu (Deutschland) GmbHは、平成22年11月16日開催の取締役会において清算の決議を行い、現在清算手

続き中であります。 
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グローバル市場でのネットワークと高いサービス品質並びに生産と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

邁進することを通じて、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24年３月期については当期純利益の黒字化の達成および復配を目標としております。また中長期

的には新たな成長領域における事業の育成と拡大により当社グループの業績向上に邁進してまいりま

す。 

  

当社グループを取り巻く経済環境、経営環境は大きく変化しています。 

特に従来から主力であるイメージング事業における市場環境は、デジタルカメラ並びにカメラ付携帯

電話やスマートフォンの世界的な普及により撮影ショット数は増加しているものの、消費者の写真の楽

しみ方が多様化し、写真をプリントする機会が減少しています。そのため、顧客である写真店などでは

写真プリント需要の減少による採算性の悪化などから、新しい機器を導入しようという投資意欲が減退

しています。その結果、銀塩ミニラボ、ドライミニラボとも需要は縮小傾向にあり、事業規模は逓減し

ております。 

このため、当社グループは昨年から新たにブランドステートメントとして「face the NEXT」を掲げ

て、「環境」「食」「医療」を新たな成長領域のキーワードとして関連する事業への早期参入を実現す

ることが喫緊の課題と認識し種々活動を行ってまいりました。 

その一環により、昨年６月には遠隔画像診断支援サービスを手がける㈱ドクターネットを買収し医療

分野に一歩踏み出しました。 

また本年２月１日より当社グループは持株会社体制に移行し、各事業子会社がそれぞれ専門分野に特

化し責任範囲を明確にした上で、専門的な見地とスピード感を持って業績の回復・拡大を実現すること

により当社グループ全体の新たな成長を実現していくことといたしました。 

  

 今後、当社グループに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 大限活用し、中期的には以下の基本戦略に沿って安定成長への経営基盤を構築していきます。 

  

［グループ経営の基本戦略］ 

・イメージング事業堅持 

・「環境」「食」「医療」各分野の事業拡大 

・モノづくり及びサービスによる収益の拡大 

  

［グループ全般の課題］ 

・コーポレートガバナンスの強化 

・リスクマネジメント体制の見直しと再構築 

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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［環境分野の事業における課題］ 

・営業戦略の見直し、営業力の強化 

・環境分野における新規ビジネスの開拓 

  

［食分野の事業における課題］ 

・野菜生産における生産効率の向上による利益率のアップ 

・高付加価値商品（機能食品等）の開発 

・外食産業における設備機器の開発・生産受託の推進 

  

［医療分野の事業における課題］ 

・業界ナンバーワンである遠隔画像診断支援サービスの更なる品質向上及びシェアの拡大 

・医療機器の開発・生産受託の推進 

・医療分野における新規ビジネスの開拓 

  

［イメージング事業における課題］ 

・新機種の投入による既存ミニラボ市場の活性化 

・コアコンピタンスである画像処理技術を活用した新商品ポートフォリオの拡充 

  

以上により、平成24年３月期については当期純利益の黒字化の達成および復配を目標としており、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。 

  

また、先の東日本大震災において、一部取引先様の工場が被災されたことにより、イメージング事業

におけるミニラボの部品の入荷が滞るなど生産に支障を来たしました。また停電等により遠隔画像診断

支援サービスが一時的に滞るなどの事態が生じました。いずれも軽微であり、現時点では概ね回復して

おります。 

ただ、中核事業であるイメージング事業の開発・生産拠点が和歌山県和歌山市に集中しています。今

後想定される南海・東南海地震などの広域的かつ甚大な地震が発生した場合は大きな影響を受ける恐れ

があります。 

当社グループでは、自然災害や他の災害が発生した場合にも、事業の継続が可能になるよう危機管理

のあり方について再度検討を進めてまいります。 
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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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 28,328 21,055

受取手形及び売掛金 5,448 4,614

有価証券 6,623 5,909

商品及び製品 11,383 6,859

仕掛品 424 281

原材料及び貯蔵品 278 220

繰延税金資産 466 383

その他 3,126 2,865

貸倒引当金 △504 △1,607

流動資産合計 55,574 40,584

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,984 29,380

機械装置及び運搬具 7,849 6,973

土地 7,180 12,263

建設仮勘定 74 13

その他 15,064 14,442

減価償却累計額 △43,346 △42,594

有形固定資産合計 15,807 20,479

無形固定資産   

のれん  2,872

その他  383

無形固定資産合計 1,789 3,256

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  6,675 ※1  6,026

長期貸付金 519 1,608

繰延税金資産 335 191

その他 1,073 1,061

貸倒引当金 △265 △144

投資その他の資産合計 8,338 8,742

固定資産合計 25,935 32,478

資産合計 81,510 73,062
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,252 2,648

短期借入金 142 －

1年内返済予定の長期借入金 － ※2, ※4  314

未払法人税等 435 341

繰延税金負債 53 11

賞与引当金 221 191

債務保証損失引当金 219 169

製品保証引当金 549 392

その他 7,094 4,220

流動負債合計 14,969 8,288

固定負債   

長期借入金 － ※2, ※4  5,860

繰延税金負債 201 29

退職給付引当金 457 319

その他 557 777

固定負債合計 1,216 6,987

負債合計 16,185 15,275

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 44,644 38,861

自己株式 △1,211 △1,211

株主資本合計 68,372 62,589

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 227 △43

繰延ヘッジ損益 0 －

為替換算調整勘定 △3,312 △4,758

その他の包括利益累計額合計 △3,085 △4,802

少数株主持分 38 －

純資産合計 65,325 57,787

負債純資産合計 81,510 73,062
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 27,959 29,312

売上原価 ※1, ※2  14,070 ※1, ※2  14,727

売上総利益 13,888 14,585

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  20,811 ※2, ※3  14,346

営業利益又は営業損失（△） △6,922 239

営業外収益   

受取利息 818 639

受取配当金 36 34

その他 388 386

営業外収益合計 1,243 1,060

営業外費用   

支払利息 7 36

売上割引 43 －

為替差損 148 887

持分法による投資損失 35 655

その他 133 169

営業外費用合計 368 1,748

経常損失（△） △6,047 △448

特別利益   

固定資産売却益 ※4  43 ※4  187

貸倒引当金戻入額 32 47

債務保証損失引当金戻入額 39 62

特別利益合計 115 297

特別損失   

固定資産除売却損 ※5  215 ※5  246

投資有価証券評価損 151 2

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 －

構造改革費用 － ※8  4,808

災害による損失 － 14

特別損失合計 14,749 5,071

税金等調整前当期純損失（△） △20,681 △5,222

法人税、住民税及び事業税 273 395

法人税等調整額 178 203

法人税等合計 451 598

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △5,821

少数株主損失（△） △275 △38

当期純損失（△） △20,857 △5,782
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △5,821

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △270

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 － △1,407

持分法適用会社に対する持分相当額 － △38

その他の包括利益合計 － ※2  △1,717

包括利益 － ※1  △7,538

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △7,507

少数株主に係る包括利益 － △30
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 66,143 44,644

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 －

当期純損失（△） △20,857 △5,782

連結除外に伴う利益剰余金の増減額 427 －

当期変動額合計 △21,498 △5,782

当期末残高 44,644 38,861

自己株式   

前期末残高 △1,211 △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 89,871 68,372

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 －

当期純損失（△） △20,857 △5,782

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 △21,498 △5,782

当期末残高 68,372 62,589
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △42 227

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 269 △270

当期変動額合計 269 △270

当期末残高 227 △43

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 △5,182 △3,312

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,869 △1,446

当期変動額合計 1,869 △1,446

当期末残高 △3,312 △4,758

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △5,224 △3,085

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,138 △1,717

当期変動額合計 2,138 △1,717

当期末残高 △3,085 △4,802

少数株主持分   

前期末残高 － 38

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 38 △38

当期変動額合計 38 △38

当期末残高 38 －

純資産合計   

前期末残高 84,646 65,325

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 －

当期純損失（△） △20,857 △5,782

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） 2,177 △1,755

当期変動額合計 △19,321 △7,538

当期末残高 65,325 57,787
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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（△） △20,681 △5,222

減価償却費 2,317 1,234

減損損失 9,874 －

のれん償却額 － 190

のれん評価損 1,366 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 1,136

賞与引当金の増減額（△は減少） △367 △50

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △21 △23

製品保証引当金の増減額（△は減少） △17 △150

退職給付引当金の増減額（△は減少） 433 △69

前払年金費用の増減額（△は増加） 461 －

受取利息及び受取配当金 △855 △674

支払利息 7 36

為替差損益（△は益） △56 1,204

投資有価証券評価損益（△は益） 151 2

持分法による投資損益（△は益） 57 674

有形固定資産除売却損益（△は益） 171 58

売上債権の増減額（△は増加） 2,891 303

たな卸資産の増減額（△は増加） △313 4,498

仕入債務の増減額（△は減少） 1,698 △3,531

希望退職制度等に伴う未払金の増減額（△は減
少）

2,479 △2,479

構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少） － 1,562

前受収益の増減額（△は減少） △310 △261

前受金の増減額（△は減少） － △493

その他 384 △875

小計 △347 △2,930

利息及び配当金の受取額 844 657

利息の支払額 △7 △49

法人税等の支払額 △360 △408

営業活動によるキャッシュ・フロー 130 △2,731
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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 △20,033 △8,169

定期預金の払戻による収入 21,204 8,147

有価証券の取得による支出 △2,695 △5,803

有価証券の償還による収入 6,193 8,721

信託受益権の取得による支出 △2,100 △300

信託受益権の償還による収入 2,200 600

有形固定資産の取得による支出 △1,304 △6,538

有形固定資産の売却による収入 150 225

投資有価証券の取得による支出 △3,384 △3,118

貸付けによる支出 △1,101 △1,097

貸付金の回収による収入 49 1,007

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※2  △1,261 ※2  △3,253

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △63

その他 △338 274

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,421 △9,368

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 － 50

短期借入金の返済による支出 － △135

長期借入れによる収入 － 6,300

長期借入金の返済による支出 － △138

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △74 △67

配当金の支払額 △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 △1,142 6,008

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,407 △1,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,026 △7,869

現金及び現金同等物の期首残高 31,839 30,245

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 432 －

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △7

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  30,245 ※1  22,368
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

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。

同社は、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、非連結子会社として

おります。

１ 連結の範囲に関する事項

 ａ 連結子会社

国内子会社４社及び在外子会社20社を連結の対象と

しております。

当連結会計年度において、㈱ドクターネットは新た

に株式を取得したため、ＮＫワークス㈱は、平成23

年２月１日付の会社分割(新設分割)により新規設立

したため、連結の範囲に含めております。

また、合同会社Launchpad twoは、緊密な者に該当

するため、支配力基準により連結の範囲に含めてお

ります。

㈱西本及びLucidiom Inc．は保有株式を売却したた

め、連結子会社から除外しております。

 

  

 

 

 ｂ 非連結子会社

非連結子会社は、ＮＫアグリ㈱、ＮＫメディコ㈱及

び上海諾日士撮影服務有限公司であります。

同社は、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、非連結子会社として

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。

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６社であります。

当連結会計年度より㈱サイアンは新たに設立し、持

分法適用の非連結子会社に含めておりましたが、持

分比率減少により持分法適用の関連会社に含めてお

ります。
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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(会計方針の変更)

 当連結会計年度より、「持分法に関する会計基

準」(企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する

当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成20年３月

10日)を適用しております。 

 なお、これによる経常損失及び税金等調整前当期

純損失に与える影響はありません。

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。

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。

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19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。

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。

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

当社及び連結子会社は時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

同左

(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。

(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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(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。

(ハ)債務保証引当金

同左

(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

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。

(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
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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 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

─── f 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。

─── g のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれんの償却については、15年間の定額法によ

り償却を行っております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

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。

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

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

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。

───

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。

───

─── ５ その他連結財務諸表作成のための重要な事項

 ａ 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 ｂ 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

（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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

─── (資産除去債務に関する会計基準の適用)

当連結会計年度より、「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) 

を適用しております。 

なお、これによる営業利益、経常損失及び税金等調

整前当期純損失に与える影響はありません。

─── (企業結合に関する会計基準等の適用)

当連結会計年度より、「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

会計基準第10号 平成20年12月26日)を適用しており

ます。 

なお、これによる営業利益、経常損失及び税金等調

整前当期純損失に与える影響はありません。
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

─── （連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、区分掲記しておりました

「売上割引」(当連結会計年度は42百万円)は、営業

外費用の100分の10以下になったため、当連結会計

年度より営業外費用の「その他」に含めて表示して

おります。

─── （連結損益計算書関係）

当連結会計年度より、「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)に

基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に

関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21

年３月24日内閣府令 第５号)を適用し、「少数株主

損益調整前当期純損失(△)」の科目を表示しており

ます。

追加情報

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

─── （包括利益の表示に関する会計基準）

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会

計基準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30日)

を適用しております。ただし、「その他の包括利益

累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前

連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び

「評価・換算差額等合計」の金額を記載しておりま

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22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

※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

※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) 1,343百万円

─── ※２ 担保資産

下記の資産は、１年以内返済予定長期借入金308

百万円及び長期借入金5,858百万円の担保として

供しております。

現金及び預金 162百万円

受取手形及び売掛金 135

建物及び構築物 834

土地 5,359

合計 6,491

 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

 

 ３ 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. 269百万円

JA三井リース㈱ 267

三井住友ファイナンス＆ 
リース㈱

189

akf leasing GmbH & Co. 188

Safra Leasing S.A.
Arrendamento Mercantil

169

その他(24社) 336

合計 1,421

 

(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

(2) 当社製品を購入したソウル支店及び諾日士 (上

海) 精密機械製造有限公司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 146百万円

三井住友(中国)有限公司 31

合計 178

(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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前連結会計年度 
(平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

─── ※４ 財務制限条項等

(1) ㈱ドクターネット

１年以内返済予定長期借入金及び長期借入金の

うち1,766百万円には財務制限条項が付されて

おり、各条項のいずれかに抵触した場合は期限

の利益を喪失する場合があります。

(2) 合同会社Launchpad two

１年以内返済予定長期借入金及び長期借入金の

うち4,400百万円には財務制限条項が付されて

おり、各条項のいずれかに抵触した場合は期限

の利益を喪失する場合があります。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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。

303百万円

※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。

455百万円

※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3,119百万円であります。

※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960百万円であります。

※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 1,087百万円

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
 

※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 814百万円

広告宣伝費 484

貸倒引当金繰入額 72

債務保証引当金繰入額 43

給料・賞与 4,918

賞与引当金繰入額 99

退職給付費用 135

福利厚生費 1,113

通信・旅費交通費 922

研究開発費 709

減価償却費 789

賃借料 740

 

※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

※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 111百万円

機械装置及び運搬具 13

その他(工具器具備品) 1

土地 59

合計 187

 

 

※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

 

※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 1百万円

機械装置及び運搬具 1

その他(工具器具備品) 11

無形固定資産 168

合計 183

   (売却損)

建物及び構築物 19百万円

機械装置及び運搬具 12

その他(工具器具備品) 5

土地 25

無形固定資産 0

合計 62
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前連結会計年度

(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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

て回収可能価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。
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 ※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

 ※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

───

 

※８  構造改革費用

構造改革費用の内訳は、次のとおりであります。

関係会社整理損 2,290百万円

NEXTキャリア支援制度等 
関連費用

2,193

その他 324

なお、NEXTキャリア支援制度等関連費用には、

NEXTキャリア支援制度の利用申請を行った従業員

に対するNEXTキャリア支援支度金1,229百万円及

び当該制度利用による従業員の退職等に伴う退職

給付制度の一部終了に掛かる費用455百万円が含

まれています。

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）

親会社株主に係る包括利益 △18,710 百万円

少数株主に係る包括利益 △283

計 △18,994

その他有価証券評価差額金 269 百万円

繰延ヘッジ損益 0

為替換算調整勘定 1,873

持分法適用会社に対する持分相当分 △3

計 2,138
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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。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

 
  

 
(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。 

  

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

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23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

(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
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(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21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※１  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

※１  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

平成23年３月31日

現金及び預金勘定 21,055百万円

現金及び預金勘定に含まれ
ている外貨建定期預金

△486

有価証券勘定に含まれてい
る国内ＣＤ

1,800

現金及び現金同等物 22,368

※２  株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により、新たに連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得による支出(純額)との関係は次のとお

りであります。

Lucidiom Inc. 平成21年12月15日

  流動資産 275百万円

  固定資産 1,140

  のれん 1,539

  流動負債 △647

  固定負債 △694

  少数株主持分 △322

Lucidiom Inc. 

株式の取得価額
1,290

Lucidiom Inc. 

現金及び現金同等物
△28

差引：Lucidiom Inc. 

      取得による支出
1,261

 

※２  株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により、新たに連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得による支出(純額)との関係は次のとお

りであります。

㈱ドクターネット 平成22年６月30日

  流動資産 1,198百万円

 固定資産 211

  流動負債 △445

  固定負債 △223

㈱ドクターネット 

株式の取得価額
3,765

㈱ドクターネット 

現金及び現金同等物
△512

差引：㈱ドクターネット 

取得による支出
3,253
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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。 

  

  

 
(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 

  

(セグメント情報等)

(事業の種類別セグメント情報)

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

(所在地別セグメント情報)

前連結会計年度
(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。 

    (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 

  

(海外売上高)

項目

前連結会計年度
(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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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、当社グループ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、 高意思決定機関である取締役会が、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あります。当社グループは、主に写真処理機器の製造販売を事業

内容とする単一事業であり、各地域において包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。し

たがって、当社グループは、販売体制を基礎とした所在地域別のセグメントから構成されており、「日

本」、「北米」、「中南米」、「ヨーロッパ」及び「アジア・オセアニア」の５つの所在地域を報告セ

グメントとしております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告セグメントの利益は、営業利益の数値であり、その会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 
(注) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去及びセグメント間取引に係るたな卸資産

の調整額等が含まれております。 

２  セグメント資産の調整額には、全社資産、セグメント間取引消去及びセグメント間取引に係るたな卸資産の

調整額等が含まれております。 

  

(セグメント情報)

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 

(注)

連結財 

務諸表 

計上額日本 北米 中南米 ヨーロッパ
アジア・ 

オセアニア
計

売上高

  外部顧客への売上高 10,003 8,184 1,982 4,357 3,430 27,959 ― 27,959

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
10,046 139 114 59 164 10,525 △10,525 ―

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

セグメント利益又は損失(△) △5,945 114 △183 △1,381 △337 △7,732 809 △6,922

セグメント資産 34,918 11,540 6,038 4,605 5,104 62,206 19,304 81,510

その他の項目

  減価償却費 2,009 96 36 89 86 2,317 ― 2,317

  持分法適用会社への投資額 424 ― ― 1,388 ― 1,812 ― 1,812

  有形固定資産及び 

  無形固定資産の増加額
1,367 212 55 116 40 1,791 ― 1,791
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(注) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去及びセグメント間取引に係るたな卸資産

の調整額等が含まれております。 

２．セグメント資産の調整額には、全社資産、セグメント間取引消去及びセグメント間取引に係るたな卸資産の

調整額等が含まれております。 

  

 (追加情報) 

当連結会計年度より、「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)を適用しております。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 

(注)

連結財 

務諸表 

計上額日本 北米 中南米 ヨーロッパ
アジア・ 

オセアニア
計

売上高

  外部顧客への売上高 8,591 10,991 2,359 3,283 4,085 29,312 ― 29,312

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
8,279 87 71 67 116 8,621 △8,621 ―

計 16,870 11,079 2,430 3,351 4,202 37,934 △8,621 29,312

セグメント利益又は損失(△) 743 175 179 △788 177 486 △246 239

セグメント資産 43,880 5,875 4,139 2,998 2,979 59,873 13,189 73,062

その他の項目

  減価償却費 728 365 31 62 45 1,234 ― 1,234

  のれんの償却額 151 39 ― ― ― 190 ― 190

  持分法適用会社への投資額 248 ― ― 1,094 ― 1,343 ― 1,343

  有形固定資産及び 

  無形固定資産の増加額
189 112 64 65 12 444 ― 444
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
  

(2) 有形固定資産 

 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

(関連情報)

(単位：百万
円)

日本 北米 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

中南米 その他 合計

6,182 10,710 3,858 4,876 2,834 850 29,312

(単位：百万円)

日本 北米 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

中南米 合計

19,512 540 204 67 155 20,479

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

報告セグメント

全社・消去 合計
日本 北米 中南米 ヨーロッパ

アジア・
オセアニア

計

当期末残高 2,872 ― ― ― ― 2,872 ― 2,872

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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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。 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 1,833円18銭 １株当たり純資産額 1,622円59銭

１株当たり当期純損失金額 585円66銭 １株当たり当期純損失金額 162円37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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 65,325 57,787

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) 65,286 57,787

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)
35,614,144 35,614,098

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当期純損失(百万円) 20,857 5,782

普通株式に係る当期純損失(百万円) 20,857 5,782

普通株式の期中平均株式数(株) 35,614,193 35,614,129
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

(株式の取得について)

  当社グループは、平成22年5月10日開催の取締役会に

おいて、株式会社ドクターネット(以下「ドクターネッ

ト」という。）の代表者であり、筆頭株主である佐藤俊

彦氏（以下「佐藤氏」という。)との間で、同氏の保有

するドクターネットの株式全てを取得する旨の「株式譲

渡契約書」を締結することを決議致しました。当社グル

ープは佐藤氏以外の株主からもドクターネット株式を取

得し、 終的にはドクターネットを完全子会社とするこ

とを予定しております。概要は次のとおりであります。

（１）対象会社の概要

商号 ：株式会社ドクターネット

代表者 ：佐藤俊彦

本店所在地 ：栃木県宇都宮市屋板町561番地６

事業所 ：宇都宮本社、東京事務所(東京都港

区)

主要事業内容 ：①遠隔医療支援事業 

放射線科専門医ネットワークによる

遠隔画像診断支援サービス 

②ITソリューション事業 

PACSに代表される、医療施設におけ

る放射線科業務支援システム 

③その他事業 

画像診断センターの構築・運営支援

及び放射線科業務支援システムのメ

ンテナンス等

決算期 ：12月期

従業員数 ：62名

資本金 ：228百万円

発行済株式数 ：1,065,000株

（２）株式の取得時期

      平成22年６月末を予定しております。

（３）取得後の持分比率

      100％

───
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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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,027 11,677

受取手形 81 －

売掛金 3,144 26

有価証券 6,623 5,909

商品及び製品 4,897 97

仕掛品 365 －

原材料及び貯蔵品 109 －

前払費用 99 6

短期貸付金 1,754 1,200

未収入金 532 160

その他 650 49

貸倒引当金 △8 △0

流動資産合計 33,278 19,127

固定資産   

有形固定資産   

建物 23,975 7,945

減価償却累計額 △17,686 △5,169

建物（純額） 6,288 2,776

構築物 3,345 72

減価償却累計額 △3,343 △72

構築物（純額） 1 －

機械及び装置 6,485 1

減価償却累計額 △6,159 △1

機械及び装置（純額） 325 －

車両運搬具 154 5

減価償却累計額 △144 △5

車両運搬具（純額） 9 0

工具、器具及び備品 13,581 500

減価償却累計額 △13,201 △490

工具、器具及び備品（純額） 379 10

土地 6,701 69

建設仮勘定 52 －

有形固定資産合計 13,758 2,856

無形固定資産   

ソフトウエア 296 －

ソフトウエア仮勘定 166 －

無形固定資産合計 463 －
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,656 4,681

関係会社株式 7,509 26,821

出資金 1 －

関係会社出資金 4,028 －

長期貸付金 55 －

関係会社長期貸付金 1,854 4,850

破産更生債権等 23 －

長期前払費用 18 －

差入保証金 47 53

保険積立金 139 －

その他 98 584

貸倒引当金 △151 △9

投資その他の資産合計 17,282 36,981

固定資産合計 31,504 39,837

資産合計 64,782 58,965

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,342 21

未払金 3,118 225

未払費用 104 9

未払法人税等 6 －

前受金 132 46

預り金 51 3

前受収益 269 －

賞与引当金 212 18

製品保証引当金 446 －

設備関係未払金 239 17

繰延税金負債 － 11

流動負債合計 7,924 354

固定負債   

繰延税金負債 170 －

長期未払金 38 －

退職給付引当金 386 18

その他 190 －

固定負債合計 786 18

負債合計 8,710 373
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23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 257 118

特別償却準備金 155 －

別途積立金 44,552 29,552

繰越利益剰余金 △13,431 4,653

利益剰余金合計 32,118 34,907

自己株式 △1,211 △1,211

株主資本合計 55,845 58,635

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 226 △43

評価・換算差額等合計 226 △43

純資産合計 56,072 58,591

負債純資産合計 64,782 58,965
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 19,030 12,291

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 1,167 752

当期製品製造原価 13,142 6,953

当期商品仕入高 114 110

合計 14,424 7,815

会社分割による製品商品減少高 － 521

商品及び製品期末たな卸高 752 97

売上原価合計 13,672 7,196

売上総利益 5,358 5,095

販売費及び一般管理費   

販売手数料 15 4

荷造運搬費 668 340

広告宣伝費 274 75

設置・アフターサービス費 649 349

製品保証引当金繰入額 446 －

貸倒引当金繰入額 28 3

役員報酬 130 109

給料及び賞与 2,503 1,147

賞与引当金繰入額 112 18

退職給付費用 270 113

支払手数料 896 308

福利厚生費 399 202

旅費及び交通費 234 118

通信費 77 46

租税公課 156 168

減価償却費 750 244

賃借料 210 130

研究開発費 2,596 572

その他 837 613

販売費及び一般管理費合計 11,257 4,567

営業利益又は営業損失（△） △5,899 527

営業外収益   

受取利息 179 183

有価証券利息 108 96

受取配当金 499 5,669

その他 259 234

営業外収益合計 1,046 6,183

営業外費用   

為替差損 79 949

その他 33 54

営業外費用合計 113 1,003

経常利益又は経常損失（△） △4,965 5,707
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 29 1

貸倒引当金戻入額 29 28

特別利益合計 58 30

特別損失   

固定資産売却損 3 17

固定資産除却損 182 160

投資有価証券評価損 151 2

関係会社株式評価損 225 －

関係会社出資金評価損 186 －

希望退職制度等に伴う損失 3,140 －

減損損失 9,874 －

構造改革費用 － 2,756

災害による損失 － 8

特別損失合計 13,764 2,945

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △18,671 2,791

法人税、住民税及び事業税 68 2

法人税等合計 68 2

当期純利益又は当期純損失（△） △18,740 2,789
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － △139

当期変動額合計 － △139

当期末残高 257 118

特別償却準備金   

前期末残高 212 155

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △56 △155

当期変動額合計 △56 △155

当期末残高 155 －

別途積立金   

前期末残高 55,552 44,552

当期変動額   

別途積立金の取崩 △11,000 △15,000

当期変動額合計 △11,000 △15,000

当期末残高 44,552 29,552

繰越利益剰余金   

前期末残高 △4,679 △13,431

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 －

特別償却準備金の取崩 56 155

固定資産圧縮積立金の取崩 － 139

別途積立金の取崩 11,000 15,000

当期純利益又は当期純損失（△） △18,740 2,789

当期変動額合計 △8,752 18,085

当期末残高 △13,431 4,653
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 51,926 32,118

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 －

特別償却準備金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △18,740 2,789

当期変動額合計 △19,808 2,789

当期末残高 32,118 34,907

自己株式   

前期末残高 △1,211 △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 75,654 55,845

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 －

当期純利益又は当期純損失（△） △18,740 2,789

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △19,808 2,789

当期末残高 55,845 58,635

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △42 226

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 268 △270

当期変動額合計 268 △270

当期末残高 226 △43

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △42 226

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 268 △270

当期変動額合計 268 △270

当期末残高 226 △43

純資産合計   

前期末残高 75,612 56,072

当期変動額   

剰余金の配当 △1,068 －

当期純利益又は当期純損失（△） △18,740 2,789

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） 268 △270

当期変動額合計 △19,540 2,519

当期末残高 56,072 58,591
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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

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

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
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

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。

───

 (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

 

(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
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(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

８ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

 (1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 同左

 (2) 連結納税制度の適用 ─── 当事業年度から連結納税制度を適用し

ております。
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（６）重要な会計方針の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

─── (資産除去債務に関する会計基準の適用)

当事業年度より、「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

用しております。 

なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益に与える影響はありません。

─── (企業結合に関する会計基準等の適用)

当事業年度より、「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)、「『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)、「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」(企業会計基準第10号 平成

20年12月26日)を適用しております。 

なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益に与える影響はありません。

表示方法の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(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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当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(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。 

  

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(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。 

２ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

６．その他

    生産、受注及び販売の状況

生産実績

セグメントの名称

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日) 前期比

(％)

金額(百万円) 構成比(％)

日本 11,141 88.2 △20.5

中南米 988 7.8 △40.0

アジア・オセアニア 507 4.0 11.5

合計 12,637 100.0 △21.5

受注状況

販売実績

セグメントの名称

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日) 前期比

(％)

金額(百万円) 構成比(％)

日本 8,591 29.3 △14.1

北米 10,991 37.5 34.3

中南米 2,359 8.1 19.0

ヨーロッパ 3,283 11.2 △24.6

アジア・オセアニア 4,085 13.9 19.1

合計 29,312 100.0 4.8
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