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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 17,030 20.7 348 △42.7 382 ― 565 ―

24年3月期第3四半期 14,114 △37.6 607 793.1 △542 ― △819 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 325百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △1,948百万円 （―％）

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3四半期 15.89 ―

24年3月期第3四半期 △23.01 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 78,270 55,845 71.3
24年3月期 67,782 55,722 82.2

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  55,834百万円 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  ：  有  
 

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 27,000 43.7 750 24.0 700 ― 700 ― 19.66



(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3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3Q 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3Q 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3Q 35,614,066 株 24年3月期3Q 35,614,098 株
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当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績結果においては、イメージング分野での売上高が減

少したものの、環境分野におけるLEDライティング機器の販売拡大、医療分野における遠隔画像診断支

援サービス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等を手掛けるいきいき株式会社の販売などシニア・ライフ事業での増収

により、売上高は170億30百万円（前年同期比20.7％増）となりました。また、利益面につきまして

は、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利益は３億48百万円（前年同期比42.7％

減）となりました。 

経常利益につきましては、前年同期と比べ為替差損が減少したことにより、３億82百万円（前年同期

は経常損失５億42百万円）となり、四半期純利益は５億65百万円（前年同期は四半期純損失８億19百万

円）となり第３四半期連結累計期間での黒字化を実現しました。 

  

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。 

また、当第３四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更してお

り、当第３四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。 

  

グローバルで設備投資の抑制傾向が続き、機器販売が低調に推移したことなどにより、売上高は93

億42百万円と前年同期と比べ29億60百万円（24.1％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52百万円となり

前年同期と比べ10億27百万円（－％）の減益となりました。 

  

環境ソリューションブランド「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」を主力製品として販売活動に

注力した結果、売上高は18億73百万円と前年同期と比べ13億45百万円（254.8％増）の増収となりま

した。  

セグメント損失（営業損失）は１億28百万円（前年同期は営業損失３億１百万円）となりました

が、利益率の改善効果もあり損失額は縮小しました。 

  

水の力で油を浄化する、水循環式電気フライヤー「AQTAS」の販売を開始し、新たな事業領域であ

る厨房機器市場へ本格参入しました。その結果、売上高は79百万円、セグメント損失（営業損失）は

34百万円となりました。 

なお、食事業においては、前年同期に実績がないため、業績比較を行っておりません。 

  

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  イメージング

②  環境

③  食
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株式会社ドクターネットの遠隔画像診断支援サービス「Tele-RAD」や汎用画像診断装置ワークステ

ーション「ドクターPACS for」等の販売が好調に推移し売上高は14億17百万円と前年同期と比べ３億

94百万円（38.5％増）の増収となりました。  

利益面では、売上高の増加に伴い、セグメント利益（営業利益）は39百万円（前年同期は営業損失

１億77百万円）と前年同期と比べ２億17百万円（－％）の増益となりました。 

  

シニア向け通販等を手掛けるいきいき株式会社が平成24年９月より当社グループに加わったことに

より、新たな事業領域としてシニア・ライフ事業に参入しました。その結果、売上高は39億72百万

円、セグメント利益（営業利益）は３億46百万円となりました。 

なお、シニア・ライフ事業においては、前年同期に実績がないため、業績比較を行っておりませ

ん。 

  

その他の事業におきましては、売上高が３億45百万円、セグメント利益（営業利益）が１億74百万

円となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は782億70百万円となり、前連結会計年度末と比較して104億

88百万円増加しました。 

流動資産は、３億50百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金が25億５百万円、受取手

形及び売掛金が15億72百万円、流動資産その他が10億78百万円増加し、償還等により有価証券が62億

93百万円減少したことによるものです。 

固定資産は、101億37百万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97億86百万円増加したことによるものです。 

負債は、103億65百万円の増加となりました。これは主に短期借入金が67億円、前受金の増加等に

より流動負債その他が19億87百万円増加したことによるものです。 

純資産は、１億23百万円の増加となりました。これは主に四半期純利益５億65百万円の計上及び配

当の実施２億13百万円により利益剰余金が３億52百万円増加したことと、その他有価証券評価差額金

が２億５百万円減少したことによるものです。 

  

平成24年５月17日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。具体的な内容につき

ましては、本日(平成25年２月８日)公表しております「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

  

④  医療

⑤  シニア・ライフ

⑥ その他

（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

ノーリツ鋼機㈱　(7744)　平成25年３月期　第３四半期決算短信

―　3　―



  

  税金費用の計算 

税金費用については、当第３四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。 

  

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,541 17,046

受取手形及び売掛金 4,025 5,598

有価証券 12,208 5,915

商品及び製品 5,954 7,019

仕掛品 263 346

原材料及び貯蔵品 198 208

繰延税金資産 480 747

その他 2,657 3,735

貸倒引当金 △1,667 △1,603

流動資産合計 38,663 39,014

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,991 28,983

機械装置及び運搬具 6,738 6,721

土地 12,178 12,373

建設仮勘定 13 28

その他 13,529 13,328

減価償却累計額 △41,457 △41,501

有形固定資産合計 19,993 19,932

無形固定資産   

のれん 2,671 12,457

その他 210 499

無形固定資産合計 2,881 12,956

投資その他の資産   

投資有価証券 4,821 4,168

長期貸付金 759 1,217

繰延税金資産 139 368

その他 630 736

貸倒引当金 △106 △125

投資その他の資産合計 6,242 6,366

固定資産合計 29,118 39,255

資産合計 67,782 78,270
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,470 4,003

短期借入金 － 6,700

1年内返済予定の長期借入金 164 161

未払法人税等 239 311

繰延税金負債 15 0

賞与引当金 127 237

債務保証損失引当金 77 58

製品保証引当金 265 230

ポイント引当金 － 242

その他 2,189 4,176

流動負債合計 5,548 16,123

固定負債   

長期借入金 5,667 5,546

繰延税金負債 110 117

退職給付引当金 81 36

その他 651 600

固定負債合計 6,511 6,301

負債合計 12,059 22,424

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 37,647

自己株式 △1,211 △1,211

株主資本合計 61,023 61,375

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15 △189

為替換算調整勘定 △5,316 △5,351

その他の包括利益累計額合計 △5,300 △5,541

新株予約権 － 5

少数株主持分 － 5

純資産合計 55,722 55,845

負債純資産合計 67,782 78,270
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 14,114 17,030

売上原価 6,403 8,500

売上総利益 7,711 8,530

販売費及び一般管理費 7,103 8,182

営業利益 607 348

営業外収益   

受取利息 401 263

受取配当金 37 36

その他 128 146

営業外収益合計 566 446

営業外費用   

支払利息 77 90

為替差損 1,061 38

持分法による投資損失 436 214

その他 140 68

営業外費用合計 1,716 412

経常利益又は経常損失（△） △542 382

特別利益   

固定資産売却益 49 29

投資有価証券売却益 － 117

特別利益合計 49 147

特別損失   

固定資産除売却損 5 9

特別損失合計 5 9

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△498 520

法人税等 321 △45

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（△）

△819 565

少数株主利益 － 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △819 565
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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（△）

△819 565

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △429 △205

為替換算調整勘定 △940 △52

持分法適用会社に対する持分相当額 241 17

その他の包括利益合計 △1,128 △240

四半期包括利益 △1,948 325

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,948 325

少数株主に係る四半期包括利益 － 0
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日  至  平成23年12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 

 
(注) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額3百万円には、セグメント間取引消去3百万円が含まれております。 

２  当社はセグメント利益を算定するにあたり、事業セグメントに直接配賦できない販売費及び一般管理費をそ

の発生により便益を受ける程度に応じ、合理的な基準によって関連する報告セグメントに配賦しておりま

す。配賦した販売費及び一般管理費の合計は2,175百万円であり、各報告セグメントへの配賦金額は以下の

通りであります。 

 
  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間 (自 平成24年４月１日  至  平成24年12月31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 

（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１)

四半期
連結損益 
計算書 
計上額

イメー 
ジング

環境 食 医療
シニア
・ライフ

その他 計

売上高

外部顧客に
対する売上高

12,302 528 ― 1,022 ― 261 14,114 ― 14,114

セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 ― ― ― ― 0 0 △0 ―

計 12,303 528 ― 1,022 ― 261 14,115 △0 14,114

セグメント利益 
又は損失(△)

975 △301 ― △177 ― 108 604 3 607

(単位：百万円)

イメー 
ジング

環境 食 医療
シニア

・ライフ
その他 計

全社費用配賦前の 
セグメント利益 
又は損失(△）

2,912 △268 ― △70 ― 205 2,779

全社費用 1,937 32 ― 107 ― 97 2,175

セグメント利益 
又は損失(△)

975 △301 ― △177 ― 108 604

(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

イメー 
ジング

環境 食 医療
シニア
・ライフ

その他 計

売上高

外部顧客に
対する売上高

9,342 1,873 79 1,417 3,972 345 17,030 ― 17,030

セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 ― ― ― ― 0 0 △0 ―

計 9,342 1,873 79 1,417 3,972 345 17,030 △0 17,030

セグメント利益 
又は損失(△)

△52 △128 △34 39 346 174 345 2 348
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(注) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額2百万円には、セグメント間取引消去2百万円が含まれております。 

２  当社はセグメント利益を算定するにあたり、事業セグメントに直接配賦できない販売費及び一般管理費をそ

の発生により便益を受ける程度に応じ、合理的な基準によって関連する報告セグメントに配賦しておりま

す。配賦した販売費及び一般管理費の合計は2,392百万円であり、各報告セグメントへの配賦金額は以下の

通りです。 

 
  

２  報告セグメントの変更等に関する事項 

(１)  いきいき株式会社等が連結子会社となったことに伴い、当第３四半期連結会計期間よりセグメン

トの区分を見直し、報告セグメントを従来の所在地別から「イメージング」「環境」「食」「医

療」「シニア・ライフ」「その他」の業種別に変更しております。 

  なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成し

ており、前第３四半期連結累計期間の「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」に記載しております。 

  

(２)  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。 

  

該当事項はありません。 

  

(単位：百万円)

イメー 
ジング

環境 食 医療
シニア
・ライフ

その他 計

全社費用配賦前の 
セグメント利益 
又は損失(△）

1,775 49 9 125 498 279 2,737

全社費用 1,827 177 44 85 151 105 2,392

セグメント利益 
又は損失(△)

△52 △128 △34 39 346 174 345

（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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