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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 4,626 △38.7 173 ― △4 ― △103 ―

23年3月期第1四半期 7,545 3.2 △181 ― △542 ― △682 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 98百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △928百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △2.91 ―

23年3月期第1四半期 △19.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 71,430 57,885 81.0
23年3月期 73,062 57,787 79.1

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  57,885百万円 23年3月期  57,787百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  

平成24年3月期の期末配当予想額については未定。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

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



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料の３ページを参照してください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビューを実施中です。 

※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月期の期末配当につきましては、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３ページを参照してください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 36,190,872 株 23年3月期 36,190,872 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 576,774 株 23年3月期 576,774 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 35,614,098 株 23年3月期1Q 35,614,144 株
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当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州の財政問題、米国でのバランスシートの問題、

新興国での物価上昇などの懸念材料があるものの、中国をはじめとする新興国の成長の恩恵から緩やか

な回復基調が継続しました。 

一方国内経済は、本年３月11日に発生しました東日本大震災の影響により投資マインド、消費マイン

ドが大幅に悪化し、また計画停電の実施もあり生産活動が一時的に大きく落ち込む等、不透明な状態に

ありましたが、足元では持ち直しの動きが見られます。 

当社グループでは、昨年より「face the NEXT」を新たなブランドステートメントとして掲げ、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た新規事業

の育成に取り組んでまいりました。 

当第１四半期連結累計期間における主な事業の状況につきましては、昨年に新規参入した医療支援事

業の販売が加わっておりますが、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

ンドの悪化など、先進国・新興国を問わず厳しい事業環境が続いています。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、46億26百万円（前年同期比38.7％減）となり

ました。 

利益面につきましては、売上高の減少等に伴い、売上総利益は25億76百万円（前年同期比30.3％減）

となりましたが、前期より実施している構造改革の推進により固定費を中心にコスト削減が奏功し、販

売費及び一般管理費は、前年同期と比べ14億75百万円と大きく削減でき、24億２百万円となりました。

その結果、営業利益は１億73百万円（前年同期は営業損失１億81百万円）となりました。 

一方、為替の影響もあり経常損失は４百万円（前年同期は経常損失５億42百万円）となり、四半期純

損失は１億３百万円（前年同期は四半期純損失６億82百万円）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

なお、各セグメント別の売上高は外部顧客への売上高を記載しており、またセグメント損益(営業損

益)は各セグメント間取引の調整額を加算したものであります。 

  

日本におきましては、医療支援事業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

入等の設備投資の抑制傾向が続き、販売は低調に推移したことから、売上高は16億52百万円と前年同

期と比べ１億17百万円（6.7％減）の減収となりました。 

セグメント利益（営業利益）は57百万円の損失と前年同期と比べ６億30百万円（－％）の減益とな

りました。 

  

北米地域におきましては、昨年好調であった大手顧客向けの販売が大きく減少し、また為替の円高

による影響を受けて、売上高は18億25百万円と前年同期と比べ13億79百万円（43.0％減）の減収とな

りました。 

セグメント利益（営業利益）は１億２百万円と前年同期と比べ２億57百万円（－％）の増益となり

ました。 

  

中南米地域におきましては、設備投資意欲はあるものの、その時期については慎重になる傾向が見

られ、売上高は３億97百万円と前年同期と比べ１億24百万円（23.9％減）の減収となりました。 

セグメント利益（営業利益）は23百万円と前年同期と比べ52百万円（－％）の増益となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

① 日本

② 北米

③ 中南米
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アジア・オセアニア地域におきましては、中国や台湾では投資意欲の減退が見られ、またオセアニ

アにおいても大手顧客向けの販売が大幅に減少したことなどにより、売上高は７億50百万円と前年同

期と比べ４億77百万円（38.9％減）の減収となりました。 

セグメント利益（営業利益）は47百万円と前年同期と比べ４百万円（8.0％減）の減益となりまし

た。 

  

  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は714億30百万円となり、前連結会計年度末と比較して16億

32百万円減少しました。 

流動資産は、12億19百万円の減少となりました。これは主に有価証券が６億12百万円、流動資産そ

の他に含まれる未収入金が５億55百万円、たな卸資産が３億30百万円減少したことと、長期貸付金か

らの振替等により、流動資産その他に含まれる短期貸付金が４億88百万円増加したことによるもので

す。 

固定資産は、４億13百万円の減少となりました。これは主に短期貸付金への振替により長期貸付金

が５億３百万円、償却等により無形固定資産が１億４百万円減少したことと、投資有価証券が３億93

百万円増加したことによるものです。 

  

（負債） 

負債は、17億30百万円の減少となりました。これは主にNEXTキャリア支援支度金の支払により、流

動負債その他に含まれる未払金が12億54百万円、退職給付引当金が１億74百万円、返済により長期借

入金が１億45百万円減少したことによるものです。 

  

（純資産） 

純資産は、98百万円の増加となりました。これは四半期純損失により利益剰余金が１億３百万円減

少したことと、その他の包括利益累計額が２億１百万円増加したことによるものです。 

  

連結業績予想につきましては、平成23年５月19日公表の「平成23年３月期決算短信」に記載のとおり

であり、業績予想は修正しておりません。 

  

  税金費用の計算 

税金費用については、当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おります。 

  

④ アジア・オセアニア

（注）従来セグメントに含めていた「ヨーロッパ」につきましては、ヨーロッパ地域の販売体制を当社子

会社による販売から代理店を活用した販売体制に変更したことから、当第１四半期連結累計期間よ

り除外しております。なお、販売体制変更後の売上高は、「日本」に含まれております。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,055 21,012

受取手形及び売掛金 4,614 4,506

有価証券 5,909 5,297

商品及び製品 6,859 6,489

仕掛品 281 341

原材料及び貯蔵品 220 200

繰延税金資産 383 355

その他 2,865 2,807

貸倒引当金 △1,607 △1,645

流動資産合計 40,584 39,365

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 29,380 29,432

機械装置及び運搬具 6,973 6,944

土地 12,263 12,271

建設仮勘定 13 10

その他 14,442 14,298

減価償却累計額 △42,594 △42,573

有形固定資産合計 20,479 20,383

無形固定資産   

のれん 2,872 2,824

その他 383 327

無形固定資産合計 3,256 3,151

投資その他の資産   

投資有価証券 6,026 6,419

長期貸付金 1,608 1,105

繰延税金資産 191 184

その他 1,061 964

貸倒引当金 △144 △143

投資その他の資産合計 8,742 8,530

固定資産合計 32,478 32,065

資産合計 73,062 71,430
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,648 3,028

1年内返済予定の長期借入金 314 314

未払法人税等 341 217

繰延税金負債 11 14

賞与引当金 191 95

債務保証損失引当金 169 152

製品保証引当金 392 330

その他 4,220 2,795

流動負債合計 8,288 6,949

固定負債   

長期借入金 5,860 5,714

繰延税金負債 29 29

退職給付引当金 319 145

その他 777 705

固定負債合計 6,987 6,595

負債合計 15,275 13,545

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 38,861 38,758

自己株式 △1,211 △1,211

株主資本合計 62,589 62,486

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △43 △80

為替換算調整勘定 △4,758 △4,519

その他の包括利益累計額合計 △4,802 △4,600

純資産合計 57,787 57,885

負債純資産合計 73,062 71,430
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 7,545 4,626

売上原価 3,849 2,050

売上総利益 3,696 2,576

販売費及び一般管理費 3,877 2,402

営業利益又は営業損失（△） △181 173

営業外収益   

受取利息 187 140

受取配当金 22 24

その他 129 61

営業外収益合計 339 227

営業外費用   

支払利息 1 25

為替差損 565 223

持分法による投資損失 102 145

その他 32 11

営業外費用合計 701 405

経常損失（△） △542 △4

特別利益   

固定資産売却益 5 5

貸倒引当金戻入額 17 －

債務保証損失引当金戻入額 0 －

特別利益合計 23 5

特別損失   

固定資産除売却損 5 1

構造改革費用 118 －

特別損失合計 123 1

税金等調整前四半期純損失（△） △643 △0

法人税、住民税及び事業税 31 59

法人税等調整額 40 43

法人税等合計 72 103

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △715 △103

少数株主損失（△） △33 －

四半期純損失（△） △682 △103
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 四半期連結包括利益計算書 
  第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △715 △103

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △200 △37

繰延ヘッジ損益 2 －

為替換算調整勘定 4 247

持分法適用会社に対する持分相当額 △19 △8

その他の包括利益合計 △213 201

四半期包括利益 △928 98

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △895 98

少数株主に係る四半期包括利益 △33 －
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

  

１  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 

 
(注)  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  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) 

「日本」セグメントにおいて、株式会社ドクターネットの株式取得時における時価純資産額が取得

原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識しております。 

  なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては2,986百万円で

あります。 

  

(重要な負ののれん発生益) 

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 
(注)

四半期連結
損益計算書 
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

      外部顧客に
      対する売上高

1,770 3,205 522 819 1,227 7,545 ─ 7,545

      セグメント間の内部
      売上高又は振替高

3,236 25 14 4 21 3,302 △3,302 ─

計 5,007 3,230 536 824 1,249 10,847 △3,302 7,545

    セグメント利益 
又は損失(△)

572 △154 △29 △213 51 227 △408 △181
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

  

１  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 

 
(注) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額57百万円には、セグメント間取引消去30百万円及びセグメント間取引

に係るたな卸資産の調整額26百万円が含まれております。 

２  従来報告セグメントに含めていた「ヨーロッパ」につきましては、ヨーロッパ地域の販売体制を当社子会社

による販売から代理店を活用した販売体制に変更したことに伴い、当第１四半期連結累計期間より除外して

おります。なお、販売体制変更後の売上高は、「日本」セグメントに含まれております。 

  

２  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 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月

４日)を適用しております。 

  

  

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 
(注)

四半期連結 
損益計算書 
計上額日本 北米 中南米

アジア・
オセアニア

計

    売上高

      外部顧客に
      対する売上高

1,652 1,825 397 750 4,626 ― 4,626

      セグメント間の内部
      売上高又は振替高

1,065 12 16 24 1,118 △1,118 ―

計 2,718 1,838 414 775 5,745 △1,118 4,626

    セグメント利益 
又は損失(△)

△57 102 23 47 116 57 173

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）追加情報

ノーリツ鋼機㈱　(7744)　平成24年３月期　第１四半期決算短信

－　9　－




