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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 27,379 45.7 616 1.8 952 ― 417 ―

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

（注）包括利益 25年3月期 1,376百万円 （―％） 24年3月期 △2,064百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 11.71 ― 0.7 1.3 2.3
24年3月期 △43.98 ― △2.8 △0.6 3.2

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  △250百万円 24年3月期  △1,101百万円

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

25年3月期 80,849 56,896 70.4 1,597.26
24年3月期 67,782 55,722 82.2 1,564.62

（参考） 自己資本   25年3月期  56,884百万円 24年3月期  55,722百万円

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

25年3月期 2,553 △3,421 4,263 23,576
24年3月期 130 △2,077 △485 19,420

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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 106 ― 0.2
25年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00 249 59.8 0.4

26年3月期(予想) ― 4.00 ― 4.00 8.00 25.9

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 27,500 190.6 1,200 ― 500 ― 200 162.5 5.62
通期 55,000 100.9 2,750 346.3 2,100 120.4 1,100 163.7 30.89



※  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 

（注）当連結会計年度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20ページを参照してください。 

(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  ： 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 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 576,847 株 24年3月期 576,774 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 35,614,056 株 24年3月期 35,614,098 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 251 △0.4 △441 ― 1,508 664.3 773 ―

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

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

25年3月期 21.71 ―

24年3月期 △20.35 ―

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

25年3月期 58,558 58,466 99.8 1,641.66
24年3月期 58,029 57,926 99.8 1,626.50

（参考） 自己資本 25年3月期  58,466百万円 24年3月期  57,926百万円

※ 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３ページを参照してください。 
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（当期の経営成績） 

当社グループの当連結会計年度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、並びに平成24年９月にいきいき株式会社、平成

24年12月に株式会社全国通販を買収、子会社化したことによるシニア向け出版・通信販売等の事業が寄

与したことにより、売上高は273億79百万円（前期比45.7％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での売上高減少に伴い減益となった事業もありましたが、医療分野、

シニア・ライフ分野での事業が貢献し、営業利益は６億16百万円（前期比1.8％増）となりました。 

経常利益につきましては、前期と比べ為替差損が減少したことなどにより、９億52百万円（前期は経

常損失４億21百万円）となり、特別損益項目や法人税等を加減算した結果、当期純利益は４億17百万円

（前期は当期純損失15億66百万円）となり当連結会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、当連結会計年度より、報告セグメントを従来の所在地別から業種別に変更しており、当連結会

計年度の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。 

  

写真処理機器における市場の縮小から、機器販売が低調に推移したことなどにより、売上高は128

億74百万円と前期と比べ33億54百万円（20.7％減）の減収となりました。 

売上高減少に伴いセグメント利益（営業利益）は１億85百万円（前期は営業利益10億34百万円）と

前期と比べ８億48百万円（82.1％減）の減益となりました。 

  

環境ソリューションブランド「Re:ray（リレー）」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25億85百万円と前期と比べ18億15百万円（235.7％増）の増収と

なりました。 

セグメント損失（営業損失）は１億51百万円（前期は営業損失３億99百万円）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。 

  

既存機である麺水切り機等の販売に加え、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、厨房機器における製品ラインナップの充実を図りました。その結果、売

上高は１億80百万円（前期は売上高14百万円）となりました。 

一方、販売貢献寄与は期の後半であったことなどにより、セグメント損失（営業損失）は77百万円

（前期は営業利益３百万円）となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

① イメージング

② 環境

③ 食
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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、また医療機関向けのコンサルテーション及びファクタリング事業を

開始し、堅調に推移したことから売上高は20億30百万円と前期と比べ６億４百万円（42.4％増）の増

収となりました。 

売上高の増加に伴い、セグメント利益（営業利益）は１億16百万円（前期は営業損失１億80百万

円）と前期と比べ２億97百万円（－％）の増益となりました。 

  

シニア向け出版・通信販売等を手掛けるいきいき株式会社が平成24年９月、株式会社全国通販が平

成24年12月に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92億38百万円、セグメント利益（営業利益）は２億76百万円となりま

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４億69百万円、セグメント利益（営業利益）が２億62百万

円となりました。 

  

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、増収増益を見込んでおります。イメージング事業の縮小が予測される

状況のなか、新たに事業セグメントに加わったシニア・ライフ事業が通期で寄与すること、また医療事

業において、遠隔画像診断支援サービスの需要が高まり堅調に推移すること、さらに新たに傘下となっ

た医療関連事業会社の業績が寄与すること等により、当社グループ事業の規模拡大を見込んでおりま

す。食事業では、取扱い商品の充実や販路の拡大及び厨房機器等の積極的な展開を行うとともに、環境

事業でも、LED照明機器の受注が引き続き堅調に推移するものと考えております。 

このような状況の中、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」という

企業理念に基づき、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経営管理の強

化を図り、収益の改善に努めてまいります。 

  

これらにより、通期の連結業績につきましては、売上高550億円、営業利益27億50百万円、経常利益

21億円、当期純利益11億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、90円(前年実績79円

82銭)を想定しております。 

  

④ 医療

⑤ シニア・ライフ

⑥ その他
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（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808億49百万円となり、前連結会計年度末と比較して130億67百万円増加

しました。 

流動資産は、31億48百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金が40億34百万円、その他の

流動資産が15億19百万円、受取手形及び売掛金が９億16百万円増加したことと、有価証券が40億18百万

円減少したことによるものです。 

固定資産は、99億19百万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

97億62百万円増加したことによるものです。  

負債は、118億93百万円の増加となりました。これは主に子会社株式取得に係る資金調達により長期

借入金が72億65百万円、１年内返済予定の長期借入金が８億42百万円増加したこと及び新規連結子会社

の増加に伴いその他の流動負債に含まれる未払金が10億48百万円増加したことによるものです。 

純資産は、11億73百万円の増加となりました。これは当期純利益４億17百万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２億３百万円増加したこと、主に為替換算調整勘定の増加によりその

他の包括利益累計額が９億58百万円増加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41億55百万円増加し235億76百万円となりました。 

  

（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25億53百万円の資金の増加となりました。資金の増加の主な

要因は、税金等調整前当期純利益５億87百万円、その他債権債務の増減による増加11億34百万円、減

価償却費８億52百万円、たな卸資産の減少額６億97百万円、のれん償却額４億72百万円となっており

ます。資金の減少の主な要因は、仕入債務の減少額10億60百万円、為替差益２億16百万円となってお

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34億21百万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81億54百万円、有価証券の取得による支出28億55百万円、定期

預金の預入による支出15億円となっております。資金の増加の主な要因は、有価証券の償還による収

入59億18百万円、有価証券の売却による収入23億62百万円、投資有価証券売却による収入14億11百万

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42億63百万円の資金の増加となっております。資金増加の主

な要因は、主に子会社株式の取得に伴う資金調達の結果長期借入金による収入が82億77百万円、短期

借入金による収入が50億円となっております。資金減少の主な要因は、主にブリッジローン実施に伴

う短期借入金の返済による支出が86億11百万円、配当金の支払による支出が２億13百万円となってお

ります。 

  

（２）財政状態に関する分析

―　4　―

ノーリツ鋼機(株)　(7744)　平成25年３月期決算短信



  

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25年３月期連結決算におきましては５期ぶりに当期純利益の黒字計上を実現いたしました。株主

の皆様の日頃のご支援にお応えするため、中間配当として１株当たり３円をお支払いし、また期末配当

として１株当たり４円を実施することにいたしました。これにより、中間配当を含め年間配当金は１株

当たり７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、当社グループが取り組む新成長領域でのビジネスの寄与が大き

くなることから平成26年３月期連結決算における当期純利益は増益を予想しており、年間配当金を１株

当たり８円（中間配当は４円）とさせていただく予定でございます。 

今後も、株主の皆様にご満足していただけるよう、一層の企業価値の向上を図っていくと共に、株価

の動向や財務状況等を考慮しながら適切且つ機動的な対応を図ってまいりたいと考えております。 

  

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下の

ようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ

ります。  

当社グループは、「環境」「食」「医療」「シニア・ライフ」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に取り組んでいます。事業計画策定並びに投資にあたっては慎重

かつ精緻に調査を行っておりますが、予期せぬ事態により計画通り進捗しなかった場合には、当社グ

ループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループの連結売上高に占める海外売上高の割合は、平成23年３月期78.9％、平成24年３月期

73.0％、平成25年３月期40.6％と高い水準になっております。当社は、為替変動リスクをヘッジする

ために為替予約及び通貨オプション取引を行っていますが、為替変動が当社グループの財政状態及び

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループの特にイメージング事業は世界に販路を拡大しており、現在では各国の現地法人など

を通じて、180カ国以上に製品を供給しておりますが、当社が事業活動をしている様々な市場におけ

る景気後退やそれに伴う需要の縮小、あるいは海外各国における予期せぬ事故、法規制等の変更によ

り、当社グループの財政状態及び業績は影響を受ける可能性があります。 

  

（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

① 当社グループの事業について

② 為替の影響について

③ カントリーリスクについて
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当社グループは、新たな成長分野における事業機会を模索する中、各業域における新たな取引先の

開拓を積極的に行っております。取引先の個別与信の判断及び各業域の取引慣行などの事業ノウハウ

を習得しておりますが、景気後退などによる不測の取引先の倒産などが発生することで、当社グルー

プの財政状態及び業績は影響を受ける可能性があります。 

  

当社グループの製品の多くは、主にＮＫワークス株式会社の本社工場において集中生産を行ってお

ります。そのため、天災や人災等により工場設備に著しい被害が生じる場合、また、甚大かつ広域的

な大震災が起こった場合の影響による電力需給問題等に起因し、生産活動に支障を来す、あるいは生

産活動ができなくなる可能性も認識しております。当社グループでは当該工場以外にブラジル・マナ

ウスに組立工場を有しており、非常時には代替生産の拠点となり得ますが、部品の調達ができない場

合には、生産活動に支障を来し、また復旧費用など当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

  

当社グループにおける通販事業の商品選定について、万全のチェック体制をもって慎重に取り組ん

でいますが、当社グループが販売した商品に何らかの瑕疵または欠陥等があった場合には、当社グル

ープに返品や交換などの義務が生じ、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

当社の連結子会社である株式会社ドクターネットが提供しております「Tele-RAD」システムは、コ

ンピューターシステム及びそのネットワークに多くを依存しており、また、新たに傘下に入った株式

会社日本医療データセンターにおいてもレセプトデータの分析をシステムに依存しております。その

ため、当社としてセキュリティの強化をはじめ、データのバックアップ体制の強化、データ量やアク

セス数増加に応じたハードウェアの増強等、システムトラブル対策を講じております。しかしなが

ら、これらの対策にも関わらず、人為的過誤、自然災害等によりシステムトラブルが発生した場合に

は、当社に直接損害が生じ、当社が提供するサービスの低下を招く等の影響を及ぼす他、当社グルー

プの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループは、個人情報取扱事業者として個人情報にかかる義務等の遵守を求められておりま

す。 

当社グループでは情報セキュリティポリシーを制定し、安全性及び信頼性に万全の対策を講じると

ともに、特に関連性の高い傘下のグループ会社では「プライバシーマーク」を取得するなど個人情報

保護に努めておりますが、予測しない不正アクセス等により、顧客情報や当社グループの機密情報が

漏洩し、またその漏洩した情報が悪用された場合、顧客の経済的・精神的損害に対する損害賠償等が

発生する可能性があります。さらに顧客情報の漏洩等が当社グループの信用低下や企業イメージの悪

化につながることで、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 取引先の与信リスクついて

⑤ 生産活動について

⑥ 通販事業について

⑦ 医療関連のシステム停止について

⑧ 個人情報保護について
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当社グループが研究開発及び生産活動を行う中で様々な知的財産権にかかわる技術を使用してお

り、それらの知的財産権は当社グループが所有しているもの、あるいは適法に使用許諾を受けたもの

等であると認識しておりますが、当社グループの認識の範囲外で第三者から知的財産権を侵害したと

主張され、係争等が発生した場合には、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

当社グループは、成長戦略実現のため、今後も積極的に企業買収を実施する予定です。企業買収に

あたり、対象となる企業の資産内容や事業状況についてデューディリジェンス（適正価値精査）を実

施し、事前にリスクを把握しております。しかしながら、事業環境や競合状況の変化などに伴って当

社グループが期待する利益成長やシナジー効果が目論見通りに実現できない可能性があり、また今後

予期しない債務または追加投入資金などが発生する可能性があり、これらが顕在化した場合には、当

社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨ 特許及びその他の知的財産について

⑩ 企業買収について

―　7　―

ノーリツ鋼機(株)　(7744)　平成25年３月期決算短信



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」を企業理念とし、環境ソリュ

ーション製品、厨房機器、写真処理機器の製造・販売、医療分野における放射線科業務支援、及びシニ

ア・ライフ分野における出版・通信販売業、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並びにセグメントとの関連は、次のとおりであ

ります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 

  

また、当連結会計年度より、報告セグメントを従来の所在地別から業種別に変更しております。詳細

は、「４．連結財務諸表 （５）連結財務諸表に関する注記事項 （セグメント情報等）」をご参照くだ

さい。 

  

 イメージング分野の事業における写真処理機器及びそれに関連する機器等の研究開発・生産・販売

並びに保守を実施しております。  

 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。  
  

研究開発・生産に関する主要な関係会社 

 
販売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 

 
  

 環境分野の事業におけるLED照明機器、BEMS機器などの環境ソリューション製品の生産・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。 
  

生産・販売に関する主要な関係会社 

 
  

 食分野の事業における水循環式電気フライヤーなどの厨房機器の研究開発・生産・販売及び水耕栽

培による生鮮野菜の生産・販売を実施しております。 

 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。 
  

厨房機器に関する研究開発・生産・販売に関する主要な関係会社 

 
水耕栽培による生鮮野菜の生産・販売に関する主要な関係会社 

 
  

２．企業集団の状況

(１) イメージング

ＮＫワークス㈱

ＮＫワークス㈱

NORITSU AMERICA CORPORATION

Noritsu Canada Ltd.

NORITSU DO BRASIL LTDA.

Ｎ＆Ｆテクノサービス㈱

VERITEK GLOBAL LIMITED

(２) 環境

ＮＫワークス㈱

(３) 食

ＮＫワークス㈱

ＮＫアグリ㈱
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 医療分野の事業における遠隔画像診断による放射線科業務支援サービスの研究開発・販売、及び脳

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診断する予測マーカーの提供、抗酸化力に

特化したサプリメントの販売など予防医療における研究開発・販売、並びに医療機関向けのコンサル

テーション・ファクタリング事業を実施しております。 

 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。 
  

遠隔画像診断による放射線科業務支援サービスの研究開発・販売に関する主要な関係会社 

 
予防医療事業における研究開発・販売に関する主要な関係会社 

 
医療機関に対する経営コンサルテーション、診療報酬ファクタリング事業に関する主要な関係会社

 
  

 シニア向け出版・通信販売等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。 
  

シニア向け出版・通信販売等に関する主要な関係会社 

 
  

 新成長領域進出に関する調査・投資など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 

 
  

※ 平成25年３月29日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるＮＫリレーションズ株式会社による、株

式会社日本医療データセンター、フィード株式会社、株式会社アイメディック、株式会社秋田ケーブルテレビ

等の株式取得にかかる譲渡契約を締結することを決議し、平成25年５月２日より当社グループに加わっており

ます。 

  

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。 

(４)  医療

㈱ドクターネット

ＮＫメディコ㈱

エヌエスパートナーズ㈱

(５)  シニア・ライフ

いきいき㈱

㈱全国通販

(６)  その他

ノーリツ鋼機㈱（当社）

ＮＫリレーションズ㈱
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―　10　―

ノーリツ鋼機(株)　(7744)　平成25年３月期決算短信



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、お客様に信頼され支持される商品とサービスの提供を通じて社

会に貢献していくこと、企業価値の向上に邁進することを基本方針としております。 

  

中長期的には営業利益率8.0％を目標としており、既存事業の更なる収益力の強化を目指し、また新

たな成長領域における事業の育成と拡大による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」

並びに新たに買収し子会社化したシニア向け出版・通信販売事業を「シニア・ライフ」と位置付け、こ

の４事業を長期的な成長領域とし、収益力の更なる強化を課題と認識し種々活動を行っております。  

  

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」「シニア・ライフ」各分野の事業拡大 

・安定した利益が見込める案件を対象とした戦略領域における投資の積極化 

  

［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 

・環境ソリューションブランド「Re:ray（リレー）」の更なるシェア拡大 

  

［食分野の事業における課題］ 

・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］ 

・予防医療事業の更なるシェア拡大 

・診断画像及びレセプトデータなどの医療情報を活用した事業の推進 

・医療機器・医療材料の開発、製造、販売の推進 

  

［イメージング分野の事業における課題］ 

・イメージング事業における国内、海外組織のスリム化 

・売上規模にともなう選択と集中の実施 

  

［シニア・ライフ分野の事業における課題］ 

・食、医療など既存事業と出版・通信販売事業との連携強化 

・シニア向け商品開発力の強化 

・ケーブルネットワークの地域普及率の向上 

  

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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,541 18,575

受取手形及び売掛金 4,025 4,942

有価証券 12,208 8,190

商品及び製品 5,954 6,521

仕掛品 263 304

原材料及び貯蔵品 198 193

繰延税金資産 480 538

その他 2,657 4,177

貸倒引当金 △1,667 △1,631

流動資産合計 38,663 41,811

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,991 29,004

機械装置及び運搬具 6,738 7,352

土地 12,178 12,168

建設仮勘定 13 12

その他 13,529 13,275

減価償却累計額 △41,457 △41,660

有形固定資産合計 19,993 20,152

無形固定資産   

のれん 2,671 12,433

その他 210 526

無形固定資産合計 2,881 12,960

投資その他の資産   

投資有価証券 4,821 3,110

長期貸付金 759 528

繰延税金資産 139 613

その他 630 2,269

貸倒引当金 △106 △596

投資その他の資産合計 6,242 5,924

固定資産合計 29,118 39,037

資産合計 67,782 80,849
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,470 3,149

短期借入金 － 500

1年内返済予定の長期借入金 164 1,006

未払法人税等 239 393

繰延税金負債 15 0

賞与引当金 127 303

債務保証損失引当金 77 41

製品保証引当金 265 247

ポイント引当金 － 252

その他 2,189 4,357

流動負債合計 5,548 10,253

固定負債   

長期借入金 5,667 12,933

繰延税金負債 110 166

退職給付引当金 81 32

その他 651 567

固定負債合計 6,511 13,700

負債合計 12,059 23,953

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 37,499

自己株式 △1,211 △1,211

株主資本合計 61,023 61,226

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15 △2

為替換算調整勘定 △5,316 △4,339

その他の包括利益累計額合計 △5,300 △4,342

新株予約権 － 10

少数株主持分 － 1

純資産合計 55,722 56,896

負債純資産合計 67,782 80,849
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 18,787 27,379

売上原価 8,686 13,542

売上総利益 10,101 13,837

販売費及び一般管理費 9,496 13,221

営業利益 604 616

営業外収益   

受取利息 522 368

受取配当金 37 36

投資有価証券売却益 － 99

為替差益 － 117

その他 207 267

営業外収益合計 767 889

営業外費用   

支払利息 105 139

為替差損 862 －

持分法による投資損失 593 250

その他 232 163

営業外費用合計 1,793 552

経常利益又は経常損失（△） △421 952

特別利益   

固定資産売却益 114 151

投資有価証券売却益 － 285

特別利益合計 114 437

特別損失   

固定資産除売却損 28 10

貸倒引当金繰入額 － 410

投資有価証券評価損 － 280

たな卸資産評価損 － 101

構造改革費用 305 －

持分法による投資損失 508 －

その他 68 －

特別損失合計 911 802

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,218 587

法人税、住民税及び事業税 222 397

法人税等調整額 125 △227

法人税等合計 347 169

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△1,566 417

少数株主利益 － 0

当期純利益又は当期純損失（△） △1,566 417
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△1,566 417

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 59 △18

為替換算調整勘定 △541 945

持分法適用会社に対する持分相当額 △16 31

その他の包括利益合計 △498 958

包括利益 △2,064 1,376

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △2,064 1,375

少数株主に係る包括利益 － 0
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 38,861 37,295

当期変動額   

剰余金の配当 － △213

当期純利益又は当期純損失（△） △1,566 417

当期変動額合計 △1,566 203

当期末残高 37,295 37,499

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 62,589 61,023

当期変動額   

剰余金の配当 － △213

当期純利益又は当期純損失（△） △1,566 417

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 △1,566 203

当期末残高 61,023 61,226

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 △43 15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 59 △18

当期変動額合計 59 △18

当期末残高 15 △2

為替換算調整勘定   

当期首残高 △4,758 △5,316

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △557 977

当期変動額合計 △557 977

当期末残高 △5,316 △4,339
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △4,802 △5,300

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △498 958

当期変動額合計 △498 958

当期末残高 △5,300 △4,342

新株予約権   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 10

当期変動額合計 － 10

当期末残高 － 10

少数株主持分   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 1

当期変動額合計 － 1

当期末残高 － 1

純資産合計   

当期首残高 57,787 55,722

当期変動額   

剰余金の配当 － △213

当期純利益又は当期純損失（△） △1,566 417

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） △498 970

当期変動額合計 △2,064 1,173

当期末残高 55,722 56,896
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△1,218 587

減価償却費 795 852

のれん償却額 201 472

貸倒引当金の増減額（△は減少） 110 280

賞与引当金の増減額（△は減少） △63 35

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △84 △38

製品保証引当金の増減額（△は減少） △122 △21

退職給付引当金の増減額（△は減少） △238 △48

受取利息及び受取配当金 △560 △405

支払利息 105 139

為替差損益（△は益） 574 △216

投資有価証券評価損益（△は益） － 280

持分法による投資損益（△は益） 1,117 259

有形固定資産除売却損益（△は益） △85 △141

売上債権の増減額（△は増加） 631 △145

たな卸資産の増減額（△は増加） 739 697

仕入債務の増減額（△は減少） △165 △1,060

構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少） △1,328 4

前受収益の増減額（△は減少） △173 △91

前受金の増減額（△は減少） △201 －

その他 40 1,134

小計 76 2,574

利息及び配当金の受取額 541 418

利息の支払額 △116 △111

法人税等の支払額 △370 △328

営業活動によるキャッシュ・フロー 130 2,553

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 △1,500

定期預金の払戻による収入 2,988 －

有価証券の取得による支出 △10,230 △2,855

有価証券の売却による収入 4,557 2,362

有価証券の償還による収入 5,199 5,918

有形固定資産の取得による支出 △190 △949

有形固定資産の売却による収入 459 614

投資有価証券の取得による支出 △2,701 △579

投資有価証券の売却による収入 320 1,411

投資有価証券の償還による収入 75 35

貸付けによる支出 △233 △507

貸付金の回収による収入 33 766

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △8,154

その他 227 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,077 △3,421
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31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 － △8,611

長期借入れによる収入 1,500 8,277

長期借入金の返済による支出 △1,843 △169

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △142 △30

配当金の支払額 － △213

自己株式の取得による支出 － △0

新株予約権の発行による収入 － 10

財務活動によるキャッシュ・フロー △485 4,263

現金及び現金同等物に係る換算差額 △516 760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,948 4,155

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期末残高 19,420 23,576
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該当事項はありません。 

  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。 

  

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(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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１ 報告セグメントの概要 

(１) 報告セグメントの決定方法 

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。当社グループは従来から継続して取り組んでい

た「イメージング」分野に加え、「環境」、「食」、「医療」及び「シニア・ライフ」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業種別のセグメントから構成されており、「イ

メージング」、「環境」、「食」、「医療」、「シニア・ライフ」の５つの業種及び「その他」の業

種を報告セグメントとしております。 

  

(２) 報告セグメントの変更等に関する事項 

当連結会計年度より、いきいき株式会社等が連結子会社となったことに伴い、事業セグメントの区

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、前連結会計年度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、

「３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」

の前連結会計年度に記載しております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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。 

  

「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、当連結会計年度より、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、当該変更による影響は軽微であります。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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４百万円には、セグメント間取引消去４百万円が含まれております。

２  セグメント資産の調整額32,651百万円には、全社資産32,651百万円が含まれております。 

３  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2,903百万円であり、各報告セグメントへの配賦金額は以下の

とおりであります。 

 
  

前連結会計年度(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

イメー 
ジング

環境 食 医療
シニア
・ライフ

その他 計

売上高

  外部顧客への売上高 16,228 770 14 1,426 ― 348 18,787 ― 18,787

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
0 ― ― ― ― 0 0 △0 ―

計 16,228 770 14 1,426 ― 348 18,787 △0 18,787

セグメント利益又は損失(△) 1,034 △399 3 △180 ― 143 600 4 604

セグメント資産 20,730 1,687 643 3,681 ― 8,388 35,131 32,651 67,782

その他の項目

  減価償却費 308 50 0 66 ― 45 471 324 795

  のれんの償却額 0 ― ― 201 ― ― 201 ― 201

  持分法適用会社への投資額 562 3 ― ― ― ― 565 ― 565

  有形固定資産及び 

  無形固定資産の増加額
263 27 ― 59 ― 2 353 20 373

(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(△）

3,630 △360 3 △43 ― 274 3,504

全社費用 2,596 38 ― 137 ― 131 2,903

セグメント利益 
又は損失(△)

1,034 △399 3 △180 ― 143 600
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(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  セグメント資産の調整額25,576百万円には、全社資産25,576百万円が含まれております。 

３  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3,177百万円であり、各報告セグメントへの配賦金額は以下の

とおりであります。 

 
  

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25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

イメー 
ジング

環境 食 医療
シニア

・ライフ
その他 計

売上高

  外部顧客への売上高 12,874 2,585 180 2,030 9,238 469 27,379 ― 27,379

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
0 ― ― ― ― 0 0 △0 ―

計 12,874 2,585 180 2,030 9,238 469 27,379 △0 27,379

セグメント利益又は損失(△) 185 △151 △77 116 276 262 612 3 616

セグメント資産 19,480 3,825 981 5,136 16,977 8,871 55,722 25,576 80,849

その他の項目

  減価償却費 383 57 14 74 36 3 569 283 852

  のれんの償却額 ― ― ― 212 260 ― 472 ― 472

  持分法適用会社への投資額 589 ― ― ― ― ― 589 ― 589

  有形固定資産及び 

  無形固定資産の増加額
250 563 0 53 66 1 936 25 962

(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(△）

2,527 85 △3 216 581 383 3,790

全社費用 2,341 236 74 99 305 120 3,177

セグメント利益 
又は損失(△)

185 △151 △77 116 276 262 612
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  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。 

  

  (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 

 
  

  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。 

  

  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。 

  

  (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。 

  

(関連情報)

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

２  地域ごとの情報

(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

３  主要な顧客ごとの情報

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

２  地域ごとの情報

(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

16,276 6,278 843 2,292 1,167 521 27,379

(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

19,326 661 2 48 112 20,152
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該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(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。 

  

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25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。 

  

該当事項はありません。 

  

 
(注)  １  前連結会計年度の潜在株式調整後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。また、当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

２  １株当たり当期純利益金額又は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。 

 
  

(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
イメー 

ジング
環境 食 医療

シニア 

・ライフ
その他 計

当期末残高 ― ― ― 2,671 ― ― 2,671 ― 2,671

報告セグメント

全社・消去 合計
イメー 

ジング
環境 食 医療

シニア 

・ライフ
その他 計

当期末残高 ― ― ― 2,601 9,832 ― 12,433 ― 12,433

(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23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 1,564円62銭 1,597円26銭

１株当たり当期純利益金額又は 
１株当たり当期純損失金額(△)

△43円98銭 11円71銭

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) △1,566 417

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△)(百万円)

△1,566 417

普通株式の期中平均株式数(株) 35,614,098 35,614,056

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額の算定に含まれな
かった潜在株式の概要

― ―
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 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。 

 
  

 株式の取得について 

当社は、平成25年３月29日開催の取締役会における決議どおり、平成25年５月２日に、株式会社日

本医療データセンター、フィード株式会社、株式会社アイメディック及び株式会社秋田ケーブルテレ

ビ等の株式を、オリンパスビジネスクリエイツ株式会社より取得しました。 

取得に至った背景といたしましては、当社グループは、医療を事業分野の一つとして展開してお

り、これまでも平成22年に遠隔画像診断支援サービス事業、平成23年に予防医療事業、平成24年に医

療機関向け経営改善のコンサルテーション事業に参入するなど、医療分野におけるニッチトップの地

位を築くべく事業拡大に邁進してまいりました。今回の株式譲受により、更なる医療分野の強化・拡

大に大きくつながるものと思料しております。 

また、平成24年のシニア向け出版・通販事業への参入を契機に、シニア・ライフ事業を新しい事業

の柱の一つとして展開しております。約400万人のシニア顧客に対して、カタログ通販という手段を

通してシニア・ライフをより豊かにするべく取り組んでおりますが、カタログというメディアだけで

はなく、テレビ等の他のメディアを通じた取り組みについても検討して参りました。株式会社秋田ケ

ーブルテレビ株式の取得により、ローカルエリアにドミナントで強固な地盤を持つケーブル・ネット

ワークを通して新しい価値を提供できるものと考えております。なお、取得に係る資金については自

己資金と銀行借入により調達いたします。  

  概要は次のとおりであります。 

  

対象会社の概要及び取得後の持分比率 

(1) 会社名        ： 株式会社日本医療データセンター 

(2) 所在地        ： 東京都港区芝大門二丁目５番５号 

(3) 代表者        ： 代表取締役社長 木村 真也 

(4) 資本金        ： 100百万円 

(5) 決算期        ： ３月31日 

(6) 主要事業内容     ： 医療統計データサービス 

(7) 取得価額       ： 23億95百万円 

(8) 取得後の持分比率 ： 100％ 

  

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 55,722 56,896

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

― 11

(うち新株予約権(百万円)) (―) (10)

(うち少数株主持分(百万円)) (―) (1)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 55,722 56,884

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 35,614,025

(重要な後発事象)
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(1) 会社名        ： フィード株式会社 

(2) 所在地        ： 横浜市西区みなとみらい２丁目３番３号 クイーンズタワーB19階 

(3) 代表者        ： 代表取締役社長 神谷 明良 

(4) 資本金        ： 43百万円 

(5) 決算期        ： ３月31日 

(6) 主要事業内容     ： 歯科材料、医療機器、医薬品、医薬部外品の販売 

(7) 取得価額       ： １百万円 

(8) 取得後の持分比率 ： 100％ 

  

(1) 会社名        ： 株式会社アイメディック 

(2) 所在地        ： 東京都千代田区富士見２丁目７番２号 

                          ステージビルディング10階 

(3) 代表者        ： 代表取締役社長 岩間 正典 

(4) 資本金        ： 100百万円 

(5) 決算期        ： ３月31日 

(6) 主要事業内容     ： 整形外科向け医療機器の製造・販売・アフターサービス 

(7) 取得価額       ： 13億25百万円 

(8) 取得後の持分比率 ： 100％ 

  

(1) 会社名        ： 株式会社秋田ケーブルテレビ 

(2) 所在地        ： 秋田県秋田市八橋鯲沼町１番59号 

(3) 代表者        ： 代表取締役社長 松浦 隆一 

(4) 資本金        ： 1,200百万円 

(5) 決算期        ： ３月31日 

(6) 主要事業内容     ： 有線テレビジョン放送事業、電気通信事業 

(7) 取得価額       ： 17億77百万円 

(8) 取得後の持分比率 ： 50％ 
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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24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,656 7,848

売掛金 23 13

有価証券 10,789 7,460

商品及び製品 77 49

前払費用 5 6

短期貸付金 － 1,000

未収入金 51 107

その他 45 28

貸倒引当金 △0 △520

流動資産合計 18,650 15,995

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,699 7,699

減価償却累計額 △5,006 △5,085

建物（純額） 2,692 2,614

構築物 3 3

減価償却累計額 △3 △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） － －

工具、器具及び備品 474 474

減価償却累計額 △466 △469

工具、器具及び備品（純額） 8 5

土地 0 0

有形固定資産合計 2,701 2,619

無形固定資産   

ソフトウエア 3 2

無形固定資産合計 3 2

投資その他の資産   

投資有価証券 4,252 2,306

関係会社株式 27,111 26,857

関係会社長期貸付金 4,953 9,450

長期預金 － 1,000

差入保証金 35 35

その他 321 292

投資その他の資産合計 36,674 39,941

固定資産合計 39,379 42,563

資産合計 58,029 58,558
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 20 0

未払金 42 65

未払費用 1 1

繰延税金負債 15 0

前受金 5 8

預り金 3 4

賞与引当金 6 10

流動負債合計 93 92

固定負債   

繰延税金負債 1 0

退職給付引当金 8 －

固定負債合計 9 0

負債合計 102 92

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 118 127

別途積立金 29,552 29,552

繰越利益剰余金 3,928 4,478

利益剰余金合計 34,182 34,742

自己株式 △1,211 △1,211

株主資本合計 57,910 58,470

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15 △3

評価・換算差額等合計 15 △3

純資産合計 57,926 58,466

負債純資産合計 58,029 58,558
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 252 251

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 97 77

当期商品仕入高 164 58

合計 262 136

他勘定振替高 46 －

商品及び製品期末たな卸高 77 49

売上原価合計 138 87

売上総利益 114 164

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 5 12

役員報酬 104 116

給料及び賞与 140 110

賞与引当金繰入額 6 10

退職給付費用 12 8

支払手数料 103 109

福利厚生費 26 19

旅費及び交通費 18 10

租税公課 64 36

減価償却費 88 82

賃借料 40 39

その他 74 49

販売費及び一般管理費合計 684 606

営業損失（△） △570 △441

営業外収益   

受取利息 169 202

有価証券利息 130 86

受取配当金 37 42

為替差益 － 88

現金受贈益 1,000 1,500

その他 80 133

営業外収益合計 1,418 2,053

営業外費用   

為替差損 530 －

投資有価証券売却損 48 44

投資事業組合運用損 － 47

その他 71 11

営業外費用合計 650 102

経常利益 197 1,508

特別利益   

固定資産売却益 36 －

投資有価証券売却益 － 127

特別利益合計 36 127
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 0 －

貸倒引当金繰入額 － 520

関係会社株式評価損 909 344

特別損失合計 909 864

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △676 770

法人税、住民税及び事業税 47 △1

法人税等調整額 1 △0

法人税等合計 48 △2

当期純利益又は当期純損失（△） △724 773
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 118 118

当期変動額   

税率変更による積立金の調整額 － 9

当期変動額合計 － 9

当期末残高 118 127

別途積立金   

当期首残高 29,552 29,552

当期末残高 29,552 29,552

繰越利益剰余金   

当期首残高 4,653 3,928

当期変動額   

税率変更による積立金の調整額 － △9

剰余金の配当 － △213

当期純利益又は当期純損失（△） △724 773

当期変動額合計 △724 549

当期末残高 3,928 4,478

利益剰余金合計   

当期首残高 34,907 34,182

当期変動額   

税率変更による積立金の調整額 － －

剰余金の配当 － △213

当期純利益又は当期純損失（△） △724 773

当期変動額合計 △724 559

当期末残高 34,182 34,742
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

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 58,635 57,910

当期変動額   

剰余金の配当 － △213

当期純利益又は当期純損失（△） △724 773

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 △724 559

当期末残高 57,910 58,470

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △43 15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 59 △19

当期変動額合計 59 △19

当期末残高 15 △3

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △43 15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 59 △19

当期変動額合計 59 △19

当期末残高 15 △3

純資産合計   

当期首残高 58,591 57,926

当期変動額   

剰余金の配当 － △213

当期純利益又は当期純損失（△） △724 773

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） 59 △19

当期変動額合計 △665 539

当期末残高 57,926 58,466
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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  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  金額は標準的販売価格にて算出しております。 

３  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

  ①  生産実績

セグメントの名称 金額(百万円) 前期比(％)

イメージング 3,827 △54.7

環境 499 4.0

食 263 1,146.4

合計 4,589 △48.8

②  受注実績

③  販売実績

セグメントの名称 金額(百万円) 前期比(％)

イメージング 12,874 △20.7

環境 2,585 235.7

食 180 1,123.5

医療 2,030 42.4

シニア・ライフ 9,238 ―

その他 469 34.8

合計 27,379 45.7
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