
１．平成24年12月期第１四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年３月31日） 

（注）包括利益  24年12月期第１四半期 3,866百万円（85.5％)  23年12月期第１四半期 2,084百万円（－％） 

 （２）連結財政状態 

  

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 

  

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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12月期第１四半期  47,530  4.6  3,450  21.5  3,661  20.3  2,209  36.6

23年12月期第１四半期  45,419  2.3  2,839  △3.0  3,043  △1.6  1,616  △1.4

  
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12月期第１四半期  46  20  －      

23年12月期第１四半期  33  80  －      

  総資産 純資産 自己資本比率

  百万円 百万円 ％ 

24年12月期第１四半期  153,798  88,743  57.7

 23年12月期  150,837  85,621  56.8

（参考）自己資本 24年12月期第１四半期 88,737百万円 23年12月期 85,616百万円 

  
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12月期  －       14 00 －       16  00 30 00

 24年12月期  －             

 24年12月期（予想）    14  00 －       14  00 28 00

  (％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）  90,000  1.3  3,000  △26.6  3,500  △22.7  1,900  △19.4  39  73

通期  188,000  2.0  9,000  9.9  9,600  10.3  5,400  12.5  112  90



  

４．その他 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に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：無 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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  

  

（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きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 業績予想に関しましては添付資料のＰ．２をご参照ください。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期１Ｑ 50,797,651株 23年12月期 50,797,651株

②  期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 2,976,535株 23年12月期 2,976,384株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期１Ｑ 47,821,215株 23年12月期１Ｑ 47,842,888株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（当期の経営成績） 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興が徐々に進み、タイの洪水による影響

が薄れるなど、緩やかな回復傾向にあります。しかしながら、新興国の成長率鈍化、継続的な円高、欧州諸国の金融

不安、原油価格の高騰、雇用情勢や個人消費の低迷など、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

 国内住宅設備業界におきましては、住宅ローン減税やフラット３５Ｓの金利優遇政策、復興支援・住宅エコポイン

ト制度などが下支えとなり、新築住宅着工数は穏やかな回復基調にあります。 

 このような状況のもと、当社グループは昨年度スタートさせた中期経営計画「Ｖプラン１６」に基づき、「国内事

業」「海外事業」の二つを事業セグメントと位置づけ、新エネルギー分野を含む環境性と安全性を基軸とした新商品

開発、ソリューションビジネスを行うことで国内、海外での成長を目指しております。 

 この結果、第１四半期連結累計期間の業績は売上高475億30百万円（前年同期比4.6％増）となりました。 

 また、利益面につきましては、営業利益が34億50百万円（同21.5％増）、経常利益が36億61百万円（同20.3％

増）、四半期純利益22億９百万円（同36.6％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 国内事業 

 当第１四半期連結累計期間の国内事業セグメントは、売上高が449億24百万円（前年同期比4.5％増）、セグメント

利益が33億58百万円（同17.6％増）となりました。 

 温水空調分野では、環境意識の高まりを受け、ふろ給湯器の主力商品「ＧＴ－Ｃ４２シリーズ」「ＯＴＱ－Ｃ４７

０３シリーズ」を中心に、高効率ガス給湯器「エコジョーズ」、高効率石油給湯機「エコフィール」などの潜熱回収

型給湯器が販売を伸ばしました。 

 住設システム分野では昨年発売しましたシステムキッチンの新商品「エスタジオビレイ」、システムバス「クレッ

セ」が好調に推移しました。 

 厨房分野では、売上構成の変化により売上高は微減となりました。 

 新エネルギー分野では、自社生産の太陽光発電システムやガスエンジンコージェネレーションシステム「エコウィ

ルⅤ」が販売を伸ばしました。 

② 海外事業 

 当第１四半期連結累計期間の海外事業セグメントは、売上高が44億36百万円（同2.3％増）、セグメント利益が92

百万円（前年同期は15百万円のセグメント損失）となりました。中国では政府の不動産価格抑制策の影響を受けてお

りますが、昨年発売しましたガス給湯器が好調で売上高は微増となりました。米国では住宅着工の低迷が続き売上高

が微減となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産残高は、1,537億98百万円（前連結会計年度末比29億61百万円増）と

なりました。流動資産は現金及び預金が増加したこと等により944億57百万円（同20億93百万円増）となりました。

また、固定資産は投資有価証券が増加したこと等により593億41百万円（同８億67百万円増）となりました。 

 負債は支払手形及び買掛金が減少したこと等により650億55百万円（同１億60百万円減）となり、少数株主持分を

含めた純資産につきましては887億43百万円（同31億21百万円増）となりました。この結果、自己資本比率は57.7％

となりました。  

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年２月10日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更ありま

せん。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,766 22,411

受取手形及び売掛金 49,118 47,858

有価証券 7,177 6,872

たな卸資産 12,153 11,541

その他 5,357 5,940

貸倒引当金 △210 △167

流動資産合計 92,363 94,457

固定資産   

有形固定資産 29,872 29,924

無形固定資産 1,786 1,995

投資その他の資産   

投資有価証券 19,883 21,054

その他 7,268 6,704

貸倒引当金 △337 △337

投資その他の資産合計 26,814 27,421

固定資産合計 58,473 59,341

資産合計 150,837 153,798

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,158 32,493

短期借入金 2,233 2,246

未払法人税等 1,661 2,048

賞与引当金 1,698 3,285

役員賞与引当金 17 －

製品保証引当金 608 657

製品事故処理費用引当金 88 76

その他 12,045 10,439

流動負債合計 51,511 51,246

固定負債   

退職給付引当金 8,797 8,944

役員退職慰労引当金 37 39

製品保証引当金 407 378

その他 4,462 4,445

固定負債合計 13,704 13,808

負債合計 65,215 65,055
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,167 20,167

資本剰余金 22,956 22,956

利益剰余金 49,068 50,532

自己株式 △5,080 △5,080

株主資本合計 87,112 88,576

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △470 800

繰延ヘッジ損益 △29 －

為替換算調整勘定 △996 △639

その他の包括利益累計額合計 △1,496 161

少数株主持分 5 5

純資産合計 85,621 88,743

負債純資産合計 150,837 153,798

㈱ノーリツ（5943）平成24年12月期　第1四半期決算短信

－4－



（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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 45,419 47,530

売上原価 31,150 32,973

売上総利益 14,268 14,556

販売費及び一般管理費 11,429 11,106

営業利益 2,839 3,450

営業外収益   

受取利息 56 66

受取配当金 12 9

受取賃貸料 41 50

為替差益 43 116

その他 163 101

営業外収益合計 318 343

営業外費用   

支払利息 12 8

固定資産賃貸費用 35 29

その他 66 94

営業外費用合計 114 132

経常利益 3,043 3,661

特別利益   

投資有価証券売却益 － 9

特別利益合計 － 9

特別損失   

固定資産処分損 22 20

災害による損失 24 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 240 －

その他 0 －

特別損失合計 287 20

税金等調整前四半期純利益 2,755 3,649

法人税、住民税及び事業税 1,754 2,136

法人税等調整額 △615 △696

法人税等合計 1,139 1,440

少数株主損益調整前四半期純利益 1,616 2,209

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純利益 1,616 2,209
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,616 2,209

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 335 1,270

繰延ヘッジ損益 △19 29

為替換算調整勘定 152 357

その他の包括利益合計 467 1,657

四半期包括利益 2,084 3,866

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,084 3,866

少数株主に係る四半期包括利益 △0 0
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該当事項はありません。   

     

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日）  

   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 

 （単位：百万円）

（注）セグメント利益又はセグメント損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

   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 

 （単位：百万円）

（注）セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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

  

  

報告セグメント 
調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 国内事業 海外事業 合計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の内部売上高又は振替高  

 42,022

972

 3,397

938

 

 

 

45,419

1,910

 

 

 

－

(1,910)

 45,419

－

計   42,994   4,335   47,330   (1,910)   45,419

セグメント利益又はセグメント損失（△）   2,854   △15   2,839  －   2,839

  

  

報告セグメント 
調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 国内事業 海外事業 合計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の内部売上高又は振替高  

 44,045

879

 3,485

950

 

 

 

47,530

1,830

 

 

 

－

(1,830)

 47,530

－

計   44,924   4,436   49,360   (1,830)   47,530

セグメント利益   3,358   92   3,450  －   3,450

（５）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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