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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 9,461 △0.2 △129 ― △285 ― 76 ―

24年3月期第2四半期 9,479 △38.6 366 ― △649 ― △791 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △275百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △1,277百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 2.14 ―

24年3月期第2四半期 △22.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 73,644 55,341 75.1
24年3月期 67,782 55,722 82.2

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  55,340百万円 24年3月期  55,722百万円

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  ：  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

24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年3月期 ― 3.00

25年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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



(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4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 

（注）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に該当しております。 
詳細は、添付資料の4ページを参照してください。 

(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 
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。 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 36,190,872 株 24年3月期 36,190,872 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 576,847 株 24年3月期 576,774 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 35,614,086 株 24年3月期2Q 35,614,098 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報  ………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報  ………………………………………………３ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報  ………………………………………………４ 

   

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………４ 

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  …………………………４ 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  ………………………４ 

   

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………５ 

（１）四半期連結貸借対照表  ……………………………………………………………５ 

（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  ………………………７ 

四半期連結損益計算書  ……………………………………………………………７ 

四半期連結包括利益計算書  ………………………………………………………８ 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書  …………………………………………９ 

（４）継続企業の前提に関する注記  ……………………………………………………11 

（５）セグメント情報等  …………………………………………………………………11 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記  ……………………………12 

  

○添付資料の目次

―　1　―

ノーリツ鋼機㈱　(7744)　平成25年３月期　第２四半期決算短信



当第２四半期連結累計期間において、当社グループでは、継続して「環境」「食」「医療」「イメー

ジング」分野での事業機会捕捉・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。 

当第２四半期連結累計期間における主な取組みにつきましては、次のとおりであります。 

環境分野では、事業強化及び市場への製品・サービスに対する信頼性向上を目的に、環境ソリューシ

ョンブランド「Re:ray（リレー）」を発表しました。「Re:ray」を新機軸にLEDライティングや経済産

業省のエネルギー管理システム導入促進事業費補助金制度の対象となるBEMS機器「NK-15」を主力製品

として様々な環境ソリューション製品の販売活動を開始しました。また、当社和歌山本社内の敷地を利

用した大規模な太陽光発電所（メガソーラー）を建設し再生可能エネルギー事業に参入することを発表

しました。 

食分野では、関東圏内における新規取引先の獲得、近畿圏内での取り扱い店舗数の拡大に努め、大幅

に販路が広がりました。 

医療分野では、脳梗塞・心筋梗塞における将来の発症リスクを血液検査から測定する世界初の検査で

ある「LOX-index」の取扱い医療機関の拡大に努めました。また、アンチエイジングドックサービスの

契約施設を中心に、抗酸化力に特化したドクターズサプリメントの販売を開始しました。 

イメージング分野では、自社開発の画像処理技術AccuSmartTM（画像処理エンジン) を搭載した防犯カ

メラ等の画像解析ソフト「AccuSmart Vision Standard」の販売活動に努め、公的捜査機関への導入実

績が増加しました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、主としてイメージング分野での売上高

が減少しましたが、環境分野におけるLED事業の販売拡大、医療分野における遠隔画像診断を中心に展

開している株式会社ドクターネットの伸長、及び平成24年９月より当社グループに加わったシニア向け

通販事業を手掛けるいきいき株式会社の販売など、新たな事業領域での増収により、売上高は94億61百

万円（前年同期比0.2％減）とほぼ前年同期並みの水準となりました。一方、利益面につきましては、

販売費及び一般管理費が前年同期と比べ68百万円減少し、47億42百万円となりましたが、上述のイメー

ジング分野の売上高の減少等が影響し営業損失は１億29百万円（前年同期は営業利益３億66百万円）と

なりました。 

営業外損益については、為替差損が１億83百万円（前年同期は為替差損９億87百万円）発生している

ものの、前年同期に比べ影響は縮小したことから、経常損失は２億85百万円（前年同期は経常損失６億

49百万円）となりましたが、主として法人税等調整額の計上により、四半期純利益は76百万円（前年同

期は四半期純損失７億91百万円）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。 

  

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
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日本におきましては、環境分野におけるLED事業を中心とした販売が拡大したことにより売上高は

47億39百万円と前年同期と比べ12億75百万円（36.8％増）の増収となりました。   

一方、利益面では、主としてイメージング機器の販売が減少したことと営業費用が増加したことに

より、セグメント損失（営業損失）は２億98百万円と前年同期と比べ56百万円（－％）の減益となり

ました。  

  

北米地域におきましては、主として大手顧客向けイメージング機器の販売が減少したことにより売

上高は30億22百万円と前年同期と比べ７億46百万円（19.8％減）の減収となりました。  

利益面では、売上高の減少に伴い、セグメント利益（営業利益）は１億97百万円と前年同期と比べ

97百万円（33％減）の減益となりました。 

  

中南米地域におきましては、前期に比べイメージング機器導入等の投資意欲の減退が見られ、売上

高は５億40百万円と前年同期と比べ１億74百万円（24.4％減）の減収となりました。  

利益面では、売上高の減少に伴い、セグメント損失（営業損失）は18百万円と前年同期と比べ40百

万円（－％）の減益となりました。  

  

アジア・オセアニア地域におきましては、主としてインド市場でのイメージング機器の販売が減少

し、また、為替による影響を受けたことなどにより、売上高は11億59百万円と前年同期と比べ３億71

百万円（24.2％減）の減収となりました。  

利益面では、売上高の減少に伴い、セグメント利益（営業利益）は６百万円と前年同期と比べ94百

万円（93.7％減）の減益となりました。  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は736億44百万円となり、前連結会計年度末と比較して58億

61百万円増加しました。 

流動資産は、19億92百万円の減少となりました。これは主に償還等により有価証券が37億33百万円

減少し、受取手形及び売掛金が５億12百万円、現金及び預金が２億21百万円、流動資産その他が６億

96百万円増加したことによるものです。 

固定資産は、78億54百万円の増加となりました。これは主に子会社株式取得に伴いのれんの計上額

が80億25百万円増加したことによるものです。 

負債は、62億43百万円の増加となりました。これは主に短期借入金が50億円、前受金の増加等によ

り流動負債その他が11億97百万円増加したことによるものです。 

純資産は、３億81百万円の減少となりました。これは配当の実施及び四半期純利益により利益剰余

金が30百万円減少したことと、その他の包括利益累計額が３億51百万円減少したことによるもので

す。 

① 日本

② 北米

③ 中南米

④ アジア・オセアニア

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四半期連結累計期間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35億77百万円減少し158億42百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりでありま

す。 

  

  （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９億37百万円の資金の増加となりました。資金の増加の

主な要因は、減価償却費３億91百万円、たな卸資産の減少額３億71百万円、その他債権債務の増

減による資金の増加が14億38百万円となっております。資金の減少の主な要因は、支払に伴う仕

入債務の減少額９億70百万円、売上債権の増加額２億37百万円、税金等調整前四半期純損失２億

35百万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67億91百万円の資金の減少となりました。資金の減少の

主な要因は、子会社株式の取得による支出72億35百万円となっております。資金の増加の主な要

因は、有価証券売却による収入11億61百万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23億67百万円の資金の増加となりました。資金の増加の

主な要因は、短期借入による純増額25億88百万円となっております。 

  

連結業績予想につきましては、平成24年５月17日公表の「平成24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、当第２四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

算しております。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,541 14,762

受取手形及び売掛金 4,025 4,537

有価証券 12,208 8,475

商品及び製品 5,954 6,127

仕掛品 263 241

原材料及び貯蔵品 198 232

繰延税金資産 480 610

その他 2,657 3,354

貸倒引当金 △1,667 △1,670

流動資産合計 38,663 36,670

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,991 28,817

機械装置及び運搬具 6,738 6,722

土地 12,178 12,169

建設仮勘定 13 29

その他 13,529 13,444

減価償却累計額 △41,457 △41,430

有形固定資産合計 19,993 19,752

無形固定資産   

のれん 2,671 10,696

その他 210 482

無形固定資産合計 2,881 11,179

投資その他の資産   

投資有価証券 4,821 4,001

長期貸付金 759 1,111

繰延税金資産 139 375

その他 630 656

貸倒引当金 △106 △103

投資その他の資産合計 6,242 6,041

固定資産合計 29,118 36,973

資産合計 67,782 73,644
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,470 2,276

短期借入金 － 5,000

1年内返済予定の長期借入金 164 181

未払法人税等 239 232

繰延税金負債 15 －

賞与引当金 127 294

債務保証損失引当金 77 58

製品保証引当金 265 234

ポイント引当金 － 247

その他 2,189 3,386

流動負債合計 5,548 11,912

固定負債   

長期借入金 5,667 5,566

繰延税金負債 110 116

退職給付引当金 81 42

その他 651 665

固定負債合計 6,511 6,390

負債合計 12,059 18,302

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 37,295 37,264

自己株式 △1,211 △1,211

株主資本合計 61,023 60,992

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15 △295

為替換算調整勘定 △5,316 △5,356

その他の包括利益累計額合計 △5,300 △5,652

少数株主持分 － 0

純資産合計 55,722 55,341

負債純資産合計 67,782 73,644
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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２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 9,479 9,461

売上原価 4,301 4,848

売上総利益 5,178 4,613

販売費及び一般管理費 4,811 4,742

営業利益又は営業損失（△） 366 △129

営業外収益   

受取利息 278 179

受取配当金 24 24

その他 66 65

営業外収益合計 368 268

営業外費用   

支払利息 51 49

為替差損 987 183

持分法による投資損失 311 150

その他 35 41

営業外費用合計 1,385 424

経常損失（△） △649 △285

特別利益   

固定資産売却益 11 2

投資有価証券売却益 － 71

特別利益合計 11 73

特別損失   

固定資産除売却損 2 3

投資有価証券評価損 － 20

特別損失合計 2 23

税金等調整前四半期純損失（△） △640 △235

法人税等 151 △311

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△791 76

少数株主損失（△） － △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △791 76
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△791 76

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △561 △311

為替換算調整勘定 94 △28

持分法適用会社に対する持分相当額 △19 △11

その他の包括利益合計 △485 △351

四半期包括利益 △1,277 △275

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,277 △275

少数株主に係る四半期包括利益 － △0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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損失（△） △640 △235

減価償却費 394 391

のれん償却額 100 137

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △34

賞与引当金の増減額（△は減少） △21 34

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △38 △16

製品保証引当金の増減額（△は減少） 17 △30

退職給付引当金の増減額（△は減少） △206 △38

受取利息及び受取配当金 △302 △203

支払利息 51 49

為替差損益（△は益） 454 95

投資有価証券評価損益（△は益） － 20

持分法による投資損益（△は益） 321 153

有形固定資産除売却損益（△は益） △9 0

売上債権の増減額（△は増加） 611 △237

たな卸資産の増減額（△は増加） 679 371

仕入債務の増減額（△は減少） △166 △970

構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少） △1,064 14

前受収益の増減額（△は減少） △89 △50

その他 △332 1,438

小計 △243 891

利息及び配当金の受取額 299 216

利息の支払額 △52 △40

法人税等の支払額 △156 △130

営業活動によるキャッシュ・フロー △152 937

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 △2,584 －

定期預金の払戻による収入 2,604 －

有価証券の取得による支出 △7,781 △2,655

有価証券の売却による収入 － 1,161

有価証券の償還による収入 3,717 2,062

有形固定資産の取得による支出 △85 △203

有形固定資産の売却による収入 280 154

投資有価証券の取得による支出 △1,599 △399

投資有価証券の売却による収入 － 77

投資有価証券の償還による収入 23 32

貸付けによる支出 △78 △197

貸付金の回収による収入 7 408

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △7,235

その他 60 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,435 △6,791
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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 － 5,000

短期借入金の返済による支出 － △2,411

長期借入金の返済による支出 △157 △83

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △18 △31

配当金の支払額 － △106

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 △176 2,367

現金及び現金同等物に係る換算差額 △393 △90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,157 △3,577

現金及び現金同等物の期首残高 22,368 19,420

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,211 15,842
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日  至  平成23年９月30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 

 
(注) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額191百万円には、セグメント間取引消去36百万円及びセグメント間取

引に係るたな卸資産の調整額155百万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、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。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間 (自 平成24年４月１日  至  平成24年９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△15百万円には、セグメント間取引消去９百万円及びセグメント間取引

に係るたな卸資産の調整額△25百万円が含まれております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 
(注１)

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

3,463 3,769 714 1,531 9,479 ― 9,479

      セグメント間の内部
      売上高又は振替高

2,104 36 36 43 2,221 △2,221 ―

計 5,568 3,805 751 1,575 11,700 △2,221 9,479

    セグメント利益 
又は損失(△)

△242 294 21 100 174 191 366

(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

4,739 3,022 540 1,159 9,461 ― 9,461

      セグメント間の内部
      売上高又は振替高

1,439 50 89 20 1,600 △1,600 ―

計 6,178 3,073 630 1,180 11,062 △1,600 9,461

    セグメント利益 
又は損失(△)

△298 197 △18 6 △113 △15 △129
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２  報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に

伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後

の法人税法に基づく方法に変更しております。なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

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 

(のれんの金額の重要な変動) 

「日本」セグメントにおいて、いきいき株式会社等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２四半期連結累計期間においては81億62百万円であり

ます。 

  

該当事項はありません。 

  

（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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