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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 18,787 △35.9 604 152.8 △421 ― △1,566 ―

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

（注）包括利益 24年3月期 △2,064百万円 （―％） 23年3月期 △7,538百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 △43.98 ― △2.8 △0.6 3.2
23年3月期 △162.37 ― △9.4 △0.6 0.8

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  △1,101百万円 23年3月期  △655百万円

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

24年3月期 67,782 55,722 82.2 1,564.62
23年3月期 73,062 57,787 79.1 1,622.59

（参考） 自己資本   24年3月期  55,722百万円 23年3月期  57,787百万円

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

24年3月期 130 △2,077 △485 19,420
23年3月期 △2,731 △9,368 6,008 22,368

2.  配当の状況 

 

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 106 ― 0.2

25年3月期(予想) ― 3.00 ― 3.00 6.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 10,100 6.5 190 ― 60 ― △90 ― △2.53

通期 21,000 11.8 750 24.0 550 ― 230 ― 6.46



※  注記事項 

(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） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 576,774 株 23年3月期 576,774 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 35,614,098 株 23年3月期 35,614,129 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 252 △97.9 △570 ― 197 △96.5 △724 ―

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

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

24年3月期 △20.35 ―

23年3月期 78.32 ―

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

24年3月期 58,029 57,926 99.8 1,626.50
23年3月期 58,965 58,591 99.4 1,645.18

（参考） 自己資本 24年3月期  57,926百万円 23年3月期  58,591百万円

※ 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 
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いて、当社グループでは継続してブランドステートメントである「face the 

NEXT」を掲げ、ミニラボシステム機器（以下、「ミニラボ」という。）を中心とする「イメージング」

に加え、「環境」「食」「医療」の各分野を新たな成長領域と捉え、事業機会捕捉・拡大と収益力の強

化を目的としたポートフォリオの構築に取り組んでまいりました。本年２月には、グループ各子会社の

経営体制を見直し、ガバナンス及びグループ組織力をさらに強化することで、これまで以上に機動的な

事業運営が行える体制を構築いたしました。 

  

当連結会計年度における各事業分野の主な取組み状況につきましては、次のとおりであります。 

  

地球環境の変動に伴い、世界的に環境問題への取組みが急務となっております。日本においては特に

東日本大震災以降、電力問題に起因する経営継続リスクやコスト増加は深刻であり、企業に限らず一般

家庭においても環境に配慮した設備や製品の導入が進んでおります。そのような中、当社グループのＮ

Ｋワークス株式会社では、高放熱LEDモジュールを採用した 先端LED照明「AdvanLED Lighting」を投

入し、LED照明機器市場に本格参入しました。環境負荷軽減に直結する商品と位置づけ販売活動に注力

した結果、大型ショッピングセンターやエレベーター照明他、様々な分野への採用が決まり、販売が大

きく拡大しました。また、印刷機のUVランプに置き換わる次世代・省電力照射システム（LED−UVを採

用）を開発し、これまで蓄積してきた写真処理機器のノウハウを活かした印刷分野での新たな事業拡大

に注力しました。 

  

地球温暖化の進行による異常気象や、新型ウィルスの蔓延、また、健康意識の高まりなど、我々人間

が生きていく上で欠く事の出来ない「食」を取り巻く環境も日々変化しております。食の安全・安心・

安定供給を目指すＮＫアグリ株式会社では、水耕栽培施設における安定生産を実現する生産管理システ

ムを構築しました。結果として一年を通じて安定した生産と高品質の野菜の供給が実現し、近畿圏を中

心に納入先となる量販店が飛躍的に拡大しました。また、水耕栽培では難しいとされている赤色発色の

ルビーレタスの栽培を開始し、需要拡大に向けた取組みも行いました。 

  

株式会社ドクターネットにおいて、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開発に取り組みました。さらに、ＮＫメデ

ィコ株式会社では、アンチエイジングドック支援事業、臨床試験受託事業に新規参入し、予防医療の普

及に努める事業を開始しました。 

  

ＮＫワークス株式会社において、銀塩ミニラボの 新機である「QSS-38シリーズ」の販売を開始しま

した。また、自社開発の画像処理技術AccuSmartTM(画像処理エンジン)を搭載したiPhoneアプリ

「Qualipic Camera」のダウンロード販売や、画像解析ソフト「AccuSmart Vision」を、警察や検察等

公的捜査機関向けに販売開始するなど、ハード・ソフトを問わず積極的に新商品の拡充に努めました。

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

［環境分野］

［食分野］

［医療分野］

［イメージング分野］
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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、187億87百万円（前期比35.9％

減）と大幅な減収となりましたが、費用面につきましては、前期に実施している構造改革が奏功し、今

期もコスト構造の見直しを推進した結果、販売費及び一般管理費が94億96百万円と前期と比べ48億49百

万円減少し、合わせて安定した利益が見込める案件を対象とした投資事業による収益創出にも努めた結

果、営業利益は６億４百万円（前期比152.8％増）と黒字を達成しました。 

しかしながら、営業外損益においては、歴史的な円高の影響を受け、８億62百万円の為替差損（主と

して外貨建て保有資産等の評価替えによる損失）が発生したことなどにより、経常損失は４億21百万円

（前期は経常損失４億48百万円）となりました。 

これに、特別損失として、海外サービス会社に対する持分法投資損失５億８百万円、海外子会社によ

る構造改革費用３億５百万円などが発生し、法人税等を加減算した結果、当期純損失は15億66百万円

（前期は当期純損失57億82百万円）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、医療支援事業及び環境関連事業の販売が通期で寄与したものの、イメージング

事業において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72 

億12百万円と前期と比べ13億78百万円（16.0％減）の減収となりました。 

利益面では、営業費用の圧縮効果もありましたが、セグメント損失（営業損失）は３億69百万円とな

り前期と比べ11億12百万円（－％）の減益となりました。 

  

北米地域におきましては、アフターサービス収入が堅持できているものの、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、為替の影響を受けて、売上高は71億83百万円と前期と比べ38億８

百万円（34.7％減）の減収となりました。 

利益面では、大幅な売上高減少の一方で、前期末に実施した構造改革効果等により営業費用が大きく

減少したことから、セグメント利益（営業利益）は７億１百万円と前期と比べ５億25百万円（300.3％ 

増）の増益となりました。 

  

中南米地域におきましては、前期に比べ機器導入等の投資意欲の減退が見られ、売上高は14億88百万

円と前期と比べ８億70百万円（36.9％減）の減収となりました。 

利益面では、営業費用の圧縮効果もありましたが、セグメント利益（営業利益）は54百万円と前期と

比べ１億24百万円（69.3％減）の減益となりました。 

  

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、オーストラリアにおいて大手顧客向けの販売が大幅に減少

し、中国、インドなどでは投資意欲の減退が見られたこと、また、為替による影響を受けたことなどに

より、売上高は29億３百万円と前期と比べ11億82百万円（28.9％減）の減収となりました。 

利益面では、営業費用の圧縮効果もありましたが、セグメント利益（営業利益）は58百万円と前期 

と比べ１億18百万円（67.1％減）の減益となりました。 

  

  

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、従来からのイメージング事業関連市場では、写真のプリント需要は引

き続き低迷が予想され、さらに厳しい状況で推移すると思われます。一方、新たな成長領域である医療

関連市場では、遠隔画像診断支援サービスの需要が高まり、需要が堅調に推移することに加え、環境関

連分野でも、LED照明機器の受注が活発で大手顧客への導入など着実に売上げが伸張するものと考えて

おります。このような状況の中、「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、当社が保有する「モノづくり」のノウハウを生かしつつ、世界各国のネットワークを駆使

した 適なマーケティング活動及び販売戦略を展開し、加えて当社グループ全体で一層のコスト削減を

はかることにより、収益の改善に努めてまいります。合わせて、食関連分野では機能性食品などの生産

技術開発及び厨房機器の開発、また、医療関連分野では予防医学の観点での各種事業推進など、新たな

事業構築に向けた取組みを積極的に行ってまいります。 

  

これらにより、通期の連結業績につきましては、売上高210億円、営業利益７億50百万円、経常利益

５億50百万円、当期純利益２億30百万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、75円(前年実績

79円84銭)を想定しております。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当連結会計年度末の総資産は677億82百万円となり、前連結会計年度末と比較して52億80百万円減少

しました。 

流動資産は、19億20百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金が65億14百万円、たな卸資

産が９億45百万円減少したことと、有価証券が62億99百万円増加したことによるものです。 

固定資産は、33億60百万円の減少となりました。これは主に有価証券への振替等により投資有価証券

が12億５百万円、一年内回収予定の長期貸付金への振替により長期貸付金が８億48百万円、償却等によ

り有形固定資産が４億85百万円、無形固定資産が３億74百万円減少したことによるものです。 

負債は、32億16百万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13億30百万円、長期借入金が３億43百万円、退職給付引当金が２億38百万

円、支払手形及び買掛金が１億77百万円減少したことによるものです。 

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、当連結会計年度より除外して

おります。なお、販売体制変更後の売上高等については、「日本」に含めて記載しております。

（２）財政状態に関する分析
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純資産は、20億64百万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15億66百万円、

その他の包括利益累計額が４億98百万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（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ29億48百万円減少し194億20百万円となりました。 

  

（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１億30百万円の資金の増加（前連結会計年度は、27億31百万

円の資金の減少）となりました。資金の増加の主な要因は、持分法による投資損失11億17百万円、減

価償却費７億95百万円、たな卸資産の減少額７億39百万円、売上債権の減少額６億31百万円となって

おります。資金の減少の主な要因は、構造改革に伴う未払金の減少額13億28百万円、税金等調整前当

期純損失12億18百万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20億77百万円の資金の減少（前連結会計年度は、93億68百万

円の資金の減少）となりました。資金の減少の主な要因は、投資有価証券の取得による支出27億１百

万円となっております。資金の増加の主な要因は、有形固定資産の売却による収入４億59百万円とな

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・フローは借入金の返済による支出などにより、４億85百万円の資金の

減少（前連結会計年度は、60億８百万円の資金の増加）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。 

平成24年３月期連結決算におきましては当期純損失を計上したものの、営業利益は増益であり、ま

た、資金面におきましても着実に改善していることから、株主の皆様のご支援にお応えするため、期末

配当として１株当たり３円を復配することにいたしました。これにより、中間配当は見送らせていただ

いたため、年間配当金は１株当たり３円になる予定でございます。 

また、次期の配当金につきましては、平成25年３月期連結決算における当期純利益は黒字を予想して

おり、当社グループが取り組む新成長領域でのビジネスの見通しが明るいことから、年間配当金を１株

当たり６円（中間配当は３円）とさせていただく予定でございます。 

  

近の有価証券報告書(平成23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。  

  

（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、LED照明機器、次世代・省電力型の照射システム等の製造・販売及び医療分野における遠隔画像診

断・放射線科業務支援サービスの提供、並びに安定した利益が見込める案件を対象とした投資事業を主な

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。 

  

 環境分野の事業におけるLED照明機器、次世代・省電力型の照射システム、イメージング分野の事業

におけるミニラボ及びそれに関連する機器等の生産をしております。 

 セグメント区分は製造拠点ごとの区分によっており、当該区分ごとの主要な関係会社の名称は、以

下のとおりであります。  
  

 
  

 環境分野、イメージング分野、医療支援事業において商品の販売等並びに保守を実施しておりま

す。 

 セグメント区分は販売拠点ごとの区分によっており、当該区分ごとの主要な関係会社の名称は、以

下のとおりであります。  
  

販売等に関する主要な関係会社 

 
サービスに関する主要な関連会社 

 
  

 環境分野の事業、イメージング分野の事業及び医療支援事業において研究開発を実施しておりま

す。 

 セグメント区分は開発拠点ごとの区分によっており、当該区分ごとの主要な関係会社の名称は、以

下のとおりであります。  
  

 
  

 新成長領域進出に関する調査・投資や水耕栽培による生鮮野菜の生産・販売を実施しております。

主要な関係会社の名称は、以下のとおりであります。 
  

新成長領域進出に関する調査・投資 

 
水耕栽培による生鮮野菜の生産・販売 

２．企業集団の状況

(１) 生産関係

（日本） ＮＫワークス㈱

(２) 販売・サービス関係

（日本） ＮＫワークス㈱

㈱ドクターネット

（北米） NORITSU AMERICA CORPORATION

Noritsu Canada Ltd.

（中南米） NORITSU DO BRASIL LTDA.

（日本） Ｎ＆Ｆテクノサービス㈱

（ヨーロッパ） VERITEK GLOBAL LIMITED

(３) 研究開発関係

（日本） ＮＫワークス㈱

㈱ドクターネット

(４) その他

（日本） ノーリツ鋼機㈱（当社）

ＮＫリレーションズ㈱

（日本） ＮＫアグリ㈱
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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。 

  

  

 

  

(注) １  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。 

２  NORITSU FRANCE E.U.R.L.、NORITSU ITALIA S.r.l.、Noritsu (CR) spol. s.r.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。 

３  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。 

４  Noritsu Poland Sp. z o.o.は、平成23年９月５日に清算手続きが完了しました。 
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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25年３月期については当期純利益の黒字化達成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。 

  

当社グループはブランドステートメントとして「face the NEXT」を掲げ、「環境」「食」「医療」

を新たな成長領域として、関連する事業への参入・収益化を実現することが喫緊の課題と認識し種々活

動を行っております。 

  

 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 大限に活用し、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］ 

・「環境」「食」「医療」「イメージング」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 

  

［環境分野の事業における課題］ 

・市場環境の変化に即対応できる開発、製造、販売体制の構築 

・海外での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（機能性食品等）の開発 

・外食産業を中心とした厨房機器の開発、製造、販売の推進 

  

［医療分野の事業における課題］ 

・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、製造、販売の推進 

・医療分野における新規ビジネスの開拓 

  

［イメージング分野の事業における課題］ 

・新機種及び新サービスの投入による既存市場の活性化 

・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 

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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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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,055 14,541

受取手形及び売掛金 4,614 4,025

有価証券 5,909 12,208

商品及び製品 6,859 5,954

仕掛品 281 263

原材料及び貯蔵品 220 198

繰延税金資産 383 480

その他 2,865 2,657

貸倒引当金 △1,607 △1,667

流動資産合計 40,584 38,663

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 29,380 28,991

機械装置及び運搬具 6,973 6,738

土地 12,263 12,178

建設仮勘定 13 13

その他 14,442 13,529

減価償却累計額 △42,594 △41,457

有形固定資産合計 20,479 19,993

無形固定資産   

のれん 2,872 2,671

その他 383 210

無形固定資産合計 3,256 2,881

投資その他の資産   

投資有価証券 6,026 4,821

長期貸付金 1,608 759

繰延税金資産 191 139

その他 1,061 630

貸倒引当金 △144 △106

投資その他の資産合計 8,742 6,242

固定資産合計 32,478 29,118

資産合計 73,062 67,782
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,648 2,470

1年内返済予定の長期借入金 314 164

未払法人税等 341 239

繰延税金負債 11 15

賞与引当金 191 127

債務保証損失引当金 169 77

製品保証引当金 392 265

その他 4,220 2,189

流動負債合計 8,288 5,548

固定負債   

長期借入金 5,860 5,667

繰延税金負債 29 110

退職給付引当金 319 81

その他 777 651

固定負債合計 6,987 6,511

負債合計 15,275 12,059

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 37,295

自己株式 △1,211 △1,211

株主資本合計 62,589 61,023

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △43 15

為替換算調整勘定 △4,758 △5,316

その他の包括利益累計額合計 △4,802 △5,300

純資産合計 57,787 55,722

負債純資産合計 73,062 67,782
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 29,312 18,787

売上原価 14,727 8,686

売上総利益 14,585 10,101

販売費及び一般管理費 14,346 9,496

営業利益 239 604

営業外収益   

受取利息 639 522

受取配当金 34 37

その他 386 207

営業外収益合計 1,060 767

営業外費用   

支払利息 36 105

為替差損 887 862

持分法による投資損失 655 593

その他 169 232

営業外費用合計 1,748 1,793

経常損失（△） △448 △421

特別利益   

固定資産売却益 187 114

貸倒引当金戻入額 47 －

債務保証損失引当金戻入額 62 －

特別利益合計 297 114

特別損失   

固定資産除売却損 246 28

投資有価証券評価損 2 －

構造改革費用 4,808 305

災害による損失 14 －

持分法による投資損失 － 508

その他 － 68

特別損失合計 5,071 911

税金等調整前当期純損失（△） △5,222 △1,218

法人税、住民税及び事業税 395 222

法人税等調整額 203 125

法人税等合計 598 347

少数株主損益調整前当期純損失（△） △5,821 △1,566

少数株主損失（△） △38 －

当期純損失（△） △5,782 △1,566
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △5,821 △1,566

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △270 59

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △1,427 △541

持分法適用会社に対する持分相当額 △19 △16

その他の包括利益合計 △1,717 △498

包括利益 △7,538 △2,064

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △7,499 △2,064

少数株主に係る包括利益 △38 －
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 7,025 7,025

当期末残高 7,025 7,025

資本剰余金   

当期首残高 17,913 17,913

当期末残高 17,913 17,913

利益剰余金   

当期首残高 44,644 38,861

当期変動額   

当期純損失（△） △5,782 △1,566

当期変動額合計 △5,782 △1,566

当期末残高 38,861 37,295

自己株式   

当期首残高 △1,211 △1,211

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △1,211 △1,211

株主資本合計   

当期首残高 68,372 62,589

当期変動額   

当期純損失（△） △5,782 △1,566

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △5,782 △1,566

当期末残高 62,589 61,023

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 227 △43

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △270 59

当期変動額合計 △270 59

当期末残高 △43 15

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 0 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

当期首残高 △3,312 △4,758

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,446 △557

当期変動額合計 △1,446 △557

当期末残高 △4,758 △5,316
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △3,085 △4,802

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,717 △498

当期変動額合計 △1,717 △498

当期末残高 △4,802 △5,300

少数株主持分   

当期首残高 38 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38 －

当期変動額合計 △38 －

当期末残高 － －

純資産合計   

当期首残高 65,325 57,787

当期変動額   

当期純損失（△） △5,782 △1,566

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,755 △498

当期変動額合計 △7,538 △2,064

当期末残高 57,787 55,722
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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（△） △5,222 △1,218

減価償却費 1,234 795

のれん償却額 190 201

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,136 110

賞与引当金の増減額（△は減少） △50 △63

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △23 △84

製品保証引当金の増減額（△は減少） △150 △122

退職給付引当金の増減額（△は減少） △69 △238

受取利息及び受取配当金 △674 △560

支払利息 36 105

為替差損益（△は益） 1,204 574

投資有価証券評価損益（△は益） 2 －

持分法による投資損益（△は益） 674 1,117

有形固定資産除売却損益（△は益） 58 △85

売上債権の増減額（△は増加） 303 631

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,498 739

仕入債務の増減額（△は減少） △3,531 △165

希望退職制度等に伴う未払金の増減額（△は減
少）

△2,479 －

構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少） 1,562 △1,328

前受収益の増減額（△は減少） △261 △173

前受金の増減額（△は減少） △493 △201

その他 △875 40

小計 △2,930 76

利息及び配当金の受取額 657 541

利息の支払額 △49 △116

法人税等の支払額 △408 △370

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,731 130
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 △8,169 △2,584

定期預金の払戻による収入 8,147 2,988

有価証券の取得による支出 △5,803 △10,230

有価証券の売却による収入 － 4,557

有価証券の償還による収入 8,721 5,199

信託受益権の取得による支出 △300 －

信託受益権の償還による収入 600 －

有形固定資産の取得による支出 △6,538 △190

有形固定資産の売却による収入 225 459

投資有価証券の取得による支出 △3,118 △2,701

投資有価証券の売却による収入 － 320

投資有価証券の償還による収入 － 75

貸付けによる支出 △1,097 △233

貸付金の回収による収入 1,007 33

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△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 274 227

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,368 △2,077

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 1,500

長期借入金の返済による支出 △138 △1,843

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △67 △142

自己株式の取得による支出 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,008 △485

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,777 △516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,869 △2,948

現金及び現金同等物の期首残高 30,245 22,368

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 22,368 19,420
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該当事項はありません。 

  

当連結会計年度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。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

(追加情報)
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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、写真処理機器の製造販売を主な事業

内容としており、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別のセグメントから構成されており、

「日本」、「北米」、「中南米」、及び 「アジア・オセアニア」の４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。 

  セグメント間の内部売上高は、市場価格や製造原価を勘案し、価格交渉の上決定した取引価格に基づ

いております。 

  

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△246百万円には、セグメント間取引消去45百万円及びセグメント間

取引に係るたな卸資産の調整額△292百万円が含まれております。 

２  セグメント資産の調整額13,189百万円には、全社資産15,253百万円、セグメント間取引消去△2,141百万円

及びセグメント間取引に係るたな卸資産の調整額78百万円が含まれております。 

  

（６）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

前連結会計年度(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
9,521 112 64 65 12 9,776 ― 9,776
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(注) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額159百万円には、セグメント間取引消去45百万円及びセグメント間取

引に係るたな卸資産の調整額114百万円が含まれております。 

２  セグメント資産の調整額23,285百万円には、全社資産23,854百万円、セグメント間取引消去△604百万円及

びセグメント間取引に係るたな卸資産の調整額35百万円が含まれております。 

３  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、当連結会計年度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。 

  

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 

 
(注)  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(2) 有形固定資産 

 
  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24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
アジア・ 

オセアニア
計

売上高

  外部顧客への売上高 7,212 7,183 1,488 2,903 18,787 ― 18,787

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
4,157 83 71 73 4,386 △4,386 ―

計 11,370 7,266 1,560 2,977 23,174 △4,386 18,787

セグメント利益又は損失(△) △369 701 54 58 445 159 604

セグメント資産 33,520 5,794 2,640 2,540 44,496 23,285 67,782

その他の項目

  減価償却費 670 74 28 21 795 ― 795

  のれんの償却額 201 0 ― ― 201 ― 201

  持分法適用会社への投資額 565 ― ― ― 565 ― 565

  有形固定資産及び 

  無形固定資産の増加額
228 94 20 29 373 ― 373

(関連情報)

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

(単位：百万円)

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
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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。 

  

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 

 
(注)  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(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。 

  

前連結会計年度(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23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(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23年４月１日  至  平成24年３月31日)

(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

5,074 7,137 1,079 3,160 1,639 695 18,787

(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

19,088 590 144 43 127 19,993

(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
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当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24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。 

  

前連結会計年度(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23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

  

 
(注)  １  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。 

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。 

 
  

 ３  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。 

 
  

該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント

全社・消去 合計
日本 北米 中南米

アジア・
オセアニア

計

当期末残高 2,671 ― ― ― 2,671 ― 2,671

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 1,622円59銭 1,564円62銭

１株当たり当期純損失金額 162円37銭 43円98銭

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当期純損失(百万円) 5,782 1,566

普通株式に係る当期純損失(百万円) 5,782 1,566

普通株式の期中平均株式数(株) 35,614,129 35,614,098

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 57,787 55,722

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 57,787 55,722

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)
35,614,098 35,614,098

(重要な後発事象)
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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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,677 7,656

売掛金 26 23

有価証券 5,909 10,789

商品及び製品 97 77

前払費用 6 5

短期貸付金 1,200 －

未収入金 160 51

その他 49 45

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 19,127 18,650

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,945 7,699

減価償却累計額 △5,169 △5,006

建物（純額） 2,776 2,692

構築物 72 3

減価償却累計額 △72 △3

構築物（純額） － －

機械及び装置 1 1

減価償却累計額 △1 △1

機械及び装置（純額） － －

車両運搬具 5 －

減価償却累計額 △5 －

車両運搬具（純額） 0 －

工具、器具及び備品 500 474

減価償却累計額 △490 △466

工具、器具及び備品（純額） 10 8

土地 69 0

有形固定資産合計 2,856 2,701

無形固定資産   

ソフトウエア － 3

無形固定資産合計 － 3

投資その他の資産   

投資有価証券 4,681 4,252

関係会社株式 26,821 27,111

関係会社長期貸付金 4,850 4,953

差入保証金 53 35

その他 584 321

貸倒引当金 △9 －

投資その他の資産合計 36,981 36,674

固定資産合計 39,837 39,379

資産合計 58,965 58,029
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 21 20

未払金 225 42

未払費用 9 1

繰延税金負債 11 15

前受金 46 5

預り金 3 3

賞与引当金 18 6

設備関係未払金 17 －

流動負債合計 354 93

固定負債   

繰延税金負債 － 1

退職給付引当金 18 8

固定負債合計 18 9

負債合計 373 102

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 118 118

別途積立金 29,552 29,552

繰越利益剰余金 4,653 3,928

利益剰余金合計 34,907 34,182

自己株式 △1,211 △1,211

株主資本合計 58,635 57,910

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43 15

評価・換算差額等合計 △43 15

純資産合計 58,591 57,926

負債純資産合計 58,965 58,029
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 12,291 252

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 752 97

当期製品製造原価 6,953 －

当期商品仕入高 110 164

合計 7,815 262

会社分割による製品商品減少高 521 －

他勘定振替高 － 46

商品及び製品期末たな卸高 97 77

売上原価合計 7,196 138

売上総利益 5,095 114

販売費及び一般管理費   

販売手数料 4 －

荷造運搬費 340 7

広告宣伝費 75 5

設置・アフターサービス費 349 0

貸倒引当金繰入額 3 －

役員報酬 109 104

給料及び賞与 1,147 140

賞与引当金繰入額 18 6

退職給付費用 113 12

支払手数料 308 103

福利厚生費 202 26

旅費及び交通費 118 18

通信費 46 3

租税公課 168 64

減価償却費 244 88

賃借料 130 40

研究開発費 572 2

その他 613 60

販売費及び一般管理費合計 4,567 684

営業利益又は営業損失（△） 527 △570

営業外収益   

受取利息 183 169

有価証券利息 96 130

受取配当金 5,669 37

現金受贈益 － 1,000

その他 234 80

営業外収益合計 6,183 1,418

営業外費用   

為替差損 949 530

投資有価証券売却損 － 48

その他 54 71

営業外費用合計 1,003 650

経常利益 5,707 197
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 1 36

貸倒引当金戻入額 28 －

特別利益合計 30 36

特別損失   

固定資産売却損 17 －

固定資産除却損 160 0

投資有価証券評価損 2 －

関係会社株式評価損 － 909

構造改革費用 2,756 －

災害による損失 8 －

特別損失合計 2,945 909

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,791 △676

法人税、住民税及び事業税 2 47

法人税等調整額 － 1

法人税等合計 2 48

当期純利益又は当期純損失（△） 2,789 △724
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 7,025 7,025

当期末残高 7,025 7,025

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 17,913 17,913

当期末残高 17,913 17,913

資本剰余金合計   

当期首残高 17,913 17,913

当期末残高 17,913 17,913

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 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   

当期首残高 257 118

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 118 118

特別償却準備金   

当期首残高 155 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △155 －

当期変動額合計 △155 －

当期末残高 － －

別途積立金   

当期首残高 44,552 29,552

当期変動額   

別途積立金の取崩 △15,000 －

当期変動額合計 △15,000 －

当期末残高 29,552 29,552

繰越利益剰余金   

当期首残高 △13,431 4,653

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 139 －

特別償却準備金の取崩 155 －

別途積立金の取崩 15,000 －

当期純利益又は当期純損失（△） 2,789 △724

当期変動額合計 18,085 △724

当期末残高 4,653 3,928
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 32,118 34,907

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

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（△） 2,789 △724

当期変動額合計 2,789 △724

当期末残高 34,907 34,182

自己株式   

当期首残高 △1,211 △1,211

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △1,211 △1,211

株主資本合計   

当期首残高 55,845 58,635

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 2,789 △724

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 2,789 △724

当期末残高 58,635 57,910

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 226 △43

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △270 59

当期変動額合計 △270 59

当期末残高 △43 15

評価・換算差額等合計   

当期首残高 226 △43

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △270 59

当期変動額合計 △270 59

当期末残高 △43 15

純資産合計   

当期首残高 56,072 58,591

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 2,789 △724

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △270 59

当期変動額合計 2,519 △665

当期末残高 58,591 57,926
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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  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  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。 

３  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23年４月１日
至  平成24年３月31日) 前期比

(％)

金額(百万円) 構成比(％)

日本 6,950 88.8 △37.6

中南米 645 8.3 △34.7

アジア・オセアニア 224 2.9 △55.7

合計 7,820 100.0 △38.1

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23年４月１日
至  平成24年３月31日) 前期比

(％)

金額(百万円) 構成比(％)

日本 7,212 38.4 △16.0

北米 7,183 38.2 △34.7

中南米 1,488 7.9 △36.9

アジア・オセアニア 2,903 15.5 △28.9

合計 18,787 100.0 △35.9
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