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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年3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12月期第1四半期 47,348 △0.4 2,701 △21.7 2,944 △19.6 1,752 △20.7

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

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 5,246百万円 （35.7％） 24年12月期第1四半期 3,866百万円 （85.5％）

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12月期第1四半期 36.64 ―

24年12月期第1四半期 46.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 163,562 97,205 59.4
24年12月期 159,910 92,724 58.0

（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  97,199百万円 24年12月期  92,718百万円

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12月期 ― 14.00 ― 16.00 30.00

25年12月期 ―

25年12月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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）

（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) 91,000 1.9 4,000 8.2 4,300 4.3 2,700 1.0 56.46
通期 192,000 2.6 9,500 7.5 10,100 2.9 6,200 3.7 129.65



(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  ：  無  

(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。 

※  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12月期1Q 50,797,651 株 24年12月期 50,797,651 株

② 期末自己株式数 25年12月期1Q 2,977,446 株 24年12月期 2,977,028 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 47,820,444 株 24年12月期1Q 47,821,215 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需要に加え、政府による経済政策への

期待を背景とした円安による輸出環境の改善や、株高の進行等による個人消費の持ち直しなど、緩やかな景気回復傾

向となりました。しかしながら、中国をはじめとする新興国の成長率鈍化や欧州諸国の景気停滞等、一部では不透明

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、雇用や所得環境の推移あるいは建設労働者や建設資材の需給環境などの影響が

懸念されるものの、住宅ローン減税やフラット３５Ｓの金利優遇政策のほか、2014年度の消費税率引き上げ前の需要

増などが下支えとなり、新築住宅着工見込戸数は昨年を上回る環境下にあります。 

 このような状況のもと、当社グループは中期経営計画「Ｖプラン１６」に基づき、国内・海外の両事業にて業績拡

大を図るため、成長事業の育成やコスト競争力の強化などを重点課題として、高効率給湯器・太陽光発電システム・

コージェネレーションシステムなどの拡販に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は売上高473億48百万円（前年同期比0.4％減）となりました。利益面

につきましては、営業利益が27億１百万円（同21.7％減）、経常利益が29億44百万円（同19.6％減）、四半期純利益

が17億52百万円（同20.7％減）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442億19百万円（前年同期比1.6％減）、セグメント

利益が23億２百万円（同31.5％減）となりました。 

 温水空調分野では、国内の需要が減少したため給湯器全体では前年同期の販売台数を下回る結果となりました。し

かし、環境意識の高まりを受け、給湯器の主力商品「GT-C52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は販売を伸ばしました。 

 厨房分野では、好調な住宅着工の影響もあり、ガスビルトインコンロの販売台数が好調に推移いたしました。 

 新エネルギー分野では、取扱店の拡大や他分野商品とのセット提案などの営業政策に加え、４月以降の再生可能エ

ネルギー固定価格買取制度の価格改定の影響もあり、特に太陽光発電システムの販売が大きく伸びました。 

 住設システム分野では、洗面化粧台の販売が好調だった反面、システムバスとシステムキッチンの販売台数は前年

同期を下回る結果となりました。 

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57億９百万円（同28.7％増）、セグメント利益が３

億98百万円（同333.2%増）となりました。中国では、引き続き政府の不動産価格抑制策の影響を受けているものの、

上海市以外への販売エリア拡大や新規チャネル開拓などに取り組んだ結果、売上高が増加いたしました。米国では、

住宅着工・住宅販売の回復など経済環境の好転などを背景に、売上高が増加いたしました。 

   

（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、1,635億62百万円（前連結会計年度末比36億52百万円増）と

なりました。流動資産は受取手形及び売掛金が減少したこと等により1,003億73百万円（同７億７百万円減）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631億88百万円（同43億59百万円増）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663億57百万円（同８億28百万円減）となり、少数株主持分を

含めた純資産につきましては972億５百万円（同44億80百万円増）となりました。この結果、自己資本比率は59.4％

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25年２月12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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（１）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） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１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。 

 この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。  

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,944 25,968

受取手形及び売掛金 52,304 50,335

有価証券 6,795 6,108

たな卸資産 11,980 11,828

その他 6,174 6,271

貸倒引当金 △117 △138

流動資産合計 101,081 100,373

固定資産   

有形固定資産 29,999 30,777

無形固定資産 2,281 2,670

投資その他の資産   

投資有価証券 20,619 25,007

その他 6,298 5,102

貸倒引当金 △369 △369

投資その他の資産合計 26,548 29,740

固定資産合計 58,829 63,188

資産合計 159,910 163,562

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,531 32,372

短期借入金 2,016 2,035

未払法人税等 2,158 1,762

賞与引当金 1,824 3,862

役員賞与引当金 35 －

製品保証引当金 662 639

製品事故処理費用引当金 49 31

その他 12,949 11,658

流動負債合計 53,228 52,361

固定負債   

退職給付引当金 9,199 9,265

役員退職慰労引当金 51 40

製品保証引当金 307 278

その他 4,399 4,411

固定負債合計 13,957 13,995

負債合計 67,185 66,357

㈱ノーリツ（5943）平成25年12月期　第１四半期決算短信

-4-



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25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 53,633 54,620

自己株式 △5,081 △5,082

株主資本合計 91,677 92,663

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,259 4,051

為替換算調整勘定 △217 484

その他の包括利益累計額合計 1,041 4,535

少数株主持分 5 5

純資産合計 92,724 97,205

負債純資産合計 159,910 163,562
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 47,530 47,348

売上原価 32,973 33,081

売上総利益 14,556 14,266

販売費及び一般管理費 11,106 11,565

営業利益 3,450 2,701

営業外収益   

受取利息 66 74

受取配当金 9 6

受取賃貸料 50 40

為替差益 116 103

その他 101 104

営業外収益合計 343 330

営業外費用   

支払利息 8 15

固定資産賃貸費用 29 25

その他 94 45

営業外費用合計 132 86

経常利益 3,661 2,944

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 20 41

退職給付費用 － 259

特別損失合計 20 301

税金等調整前四半期純利益 3,649 2,643

法人税、住民税及び事業税 2,136 1,701

法人税等調整額 △696 △810

法人税等合計 1,440 891

少数株主損益調整前四半期純利益 2,209 1,752

少数株主利益 0 0

四半期純利益 2,209 1,752
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,209 1,752

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,270 2,792

繰延ヘッジ損益 29 －

為替換算調整勘定 357 702

その他の包括利益合計 1,657 3,494

四半期包括利益 3,866 5,246

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,866 5,246

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。  

   

Ⅰ 前第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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25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  

 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

  

  

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  

 42,923

1,295

 4,424

1,285

 

 

 

47,348

2,581

 

 

 

－

(2,581)

 47,348

－

計   44,219   5,709   49,929   (2,581)   47,348

セグメント利益   2,302   398   2,701  －   2,701

（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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