
  

  

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31日）  

  

  

  

  

（２）連結財政状態  

  

  

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  

（注）26年３月期第２四半期末配当金の内訳 普通配当 ７円50銭 記念配当 ２円50銭  
  

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）  

  

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無  
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四半期決算補足説明資料作成の有無：有   

四半期決算説明会開催の有無      ：有 （機関投資家向け）  

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第３四半期  682,876 18.2 38,905 43.6 36,736 40.7 10,811 4.8 

25年３月期第３四半期  577,727 3.1 27,090 16.3 26,117 38.2 10,317 91.1 

（注）包括利益  26年３月期第３四半期  41,218百万円 （135.3％）    25年３月期第３四半期  17,520百万円 （－％）  

  
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 

26年３月期第３四半期  20.39 20.34 

25年３月期第３四半期  19.46 18.87 

  総資産  純資産  自己資本比率  

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第３四半期  997,683 498,618 49.8 

25年３月期  940,553 466,416 49.4 

（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  496,886百万円   25年３月期  464,904百万円 

   
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 
25年３月期  － 7.50 － 7.50 15.00 
26年３月期  － 10.00 －       

26年３月期（予想）          7.50 17.50 

  （％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  
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  930,000 14.4 58,000 42.6 54,000 38.8 18,000 19.0 33.94 



※  注記事項  

（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）：有  

新規  －社  （社名）－  

除外   3社  （社名）コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 

コニカミノルタアドバンストレイヤー株式会社 

コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社  

（注）詳細は、添付資料７ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）当四半期累計期間におけ

る重要な子会社の異動」をご覧ください。  
  

（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７ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作

成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。  
  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

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  

  
  

（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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。  
  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  

(将来に関する記述等についてのご注意) 

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注

意事項等については、添付資料７ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。  

  

(四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法)  

当社は平成26年１月30日（木）に機関投資家向けに決算説明会を開催する予定です。  

その模様及び説明内容については、当日使用する決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載す

る予定です。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期３Ｑ  531,664,337株 25年３月期  531,664,337株 

②  期末自己株式数  26年３月期３Ｑ  1,354,332株 25年３月期  1,346,048株 

③  期中平均株式数（四半期累計）  26年３月期３Ｑ  530,319,121株 25年３月期３Ｑ  530,287,023株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

    ① 業績全般の概況 

    
当第３四半期連結累計期間（以下「当期間」）における当社グループの主な事業の販売状況を概観しますと、情

報機器事業では、オフィス分野は主力のA3カラー複合機（MFP）が好調な販売を持続するとともに、モノクロ機でも

新製品の発売効果もあり、販売台数の減少傾向に歯止めがかかりました。また、MFPとサービスを組み合わせたハイ

ブリッド型販売モデルの浸透が進み、機器の販売増にも寄与しています。プロダクションプリント分野では、カラ

ー機、モノクロ機とも販売台数は前年同期を上回りました。 

産業用材料・機器事業では、ディスプレイ材料分野はノートPCの市況悪化やTV用使用部材の在庫調整及び多様化

の影響を受け、液晶偏光板用TACフィルム及び視野角拡大用VA-TACフィルムの販売数量は前年同期を下回りました。

計測機器分野はM&A効果が寄与し、売上及び利益は前年同期を上回りました。光学分野では、高シェアのブルーレイ

ディスク用ピックアップレンズの販売が好調に推移しました。 

ヘルスケア事業では、デジタルＸ線画像診断システムのカセッテ型DR（デジタルラジオグラフィー）を中心にデ

ジタル製品の売上を伸ばしました。 

これらの結果、当期間における当社グループの連結売上高は、6,828億円（前年同期比18.2％増）となりました。

円安進行による為替効果に加え、情報機器事業における主力製品の販売増、商品構成の好転、M&A効果が増収を牽引

しました。 

営業利益は、産業用材料・機器事業が減益となりましたが、情報機器事業の収益力が前年度から大幅に向上し、

389億円（同43.6％増）となり、経常利益は367億円（同40.7％増）となりました。税金等調整前四半期純利益は、

HDD用ガラス基板の事業撤退損計上、携帯電話用レンズユニットに係る生産設備の一部減損損失計上などにより、

139億円（同39.3％減）となりました。四半期純利益は、昨年４月に行いましたグループ再編に伴う繰延税金資産の

見直しの影響に係る税効果を織り込み、108億円（同4.8％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  

当第３四半期 

連結累計期間 

（自25.４.１ 

   至25.12.31）

前第３四半期 

連結累計期間 

（自24.４.１ 

  至24.12.31） 

  

 増減 

  

  
売上高  

売上総利益  

営業利益  

経常利益  

税金等調整前四半期純利益  

四半期純利益  

 億円
6,828

3,277

389

367

139

108

億円
5,777

2,697

270

261

229

103

億円
 

 

 

 

 

 

1,051

579

118

106

△89

4

％
18.2

21.5

43.6

40.7

△39.3

4.8

  
１株当たり四半期純利益  

円
20.39

円
19.46

円
 0.93

％
4.8

  
設備投資額  

減価償却費  

研究開発費 

億円
313

351

525

億円
249

332

533

億円
 

 

 

64

18

△8

％
25.8

5.6

△1.7

  
フリー・キャッシュ・フロー 

億円
237

億円
△137

億円
 375

％
―

  
連結従業員数 

人
41,042

人
41,476

人
 △434

％
△1.0

為替レート  

USドル 

ユーロ 

円
99.39

132.23

円
80.00

102.17

円
 

 

19.39

30.06

％
24.2

29.4
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   ② 主要３セグメントの状況 

  
１）情報機器事業    

オフィス分野では、A3カラーMFPの好調な販売が持続し、日米欧その他の全地域で大きく販売台数を伸ばすととも

に、上位機種の構成比が増加し、収益拡大に寄与しました。A3モノクロ機もカラー機とユーザーインターフェイス

を統一した新シリーズが市場から評価され、減少傾向が続いた販売台数は足元では前年同期比増に転じました。更

に、グローバル規模で体制強化、サービス面での差別化を進めているOPS（Optimized Print Services）でも、欧州

及びアジア・パシフィックを中心に大口案件を獲得し、事業基盤を拡大しました。 

プロダクションプリント分野では、カラー機、モノクロ機とも販売台数は前年同期を上回りました。また、前期

に買収したキンコーズジャパンやCharterhouse PM Limitedを活用して、多品種小ロットドキュメントのオンデマン

ド出力サービスや販促用出力物の製作・印刷サービスにも業容を拡大しています。 

これらの結果、当事業の外部顧客に対する売上高は、5,262億円（前年同期比29.9％増）となりました。カラー機

を中心とした主力製品の販売増、商品構成の好転に加え、M&Aと円安進行の為替効果が寄与しました。営業利益は、

435億円（同136.5％増）となりました。高付加価値製品の販売構成の増加による粗利増、円安の進行に伴う為替影

響に加えて、製造部門におけるコストダウン施策が成果を挙げ、大幅な増益に貢献しました。 
  
２）産業用材料・機器事業  

ディスプレイ材料分野では、ノートPC市況の悪化に加えて、TV用使用部材では、材料の多様化及び在庫調整の長

期化等の影響を受け、液晶偏光板用TACフィルム及び視野角拡大用VA-TACフィルムともに、販売数量は前年同期を下

回りました。 

計測機器分野では、前期に買収したInstrument Systems GmbHの販売が好調を維持し、売上及び利益の拡大に貢献

しました。光学分野では、ブルーレイディスク用ピックアップレンズ、大型プロジェクター用レンズが好調に推移

しましたが、各種カメラ用レンズは需要低迷の影響を受けて弱含みの進捗となりました。一方、HDD用ガラス基板は

事業撤退の計画に沿って、昨年12月をもって生産及び販売を終了しました。 

これらの結果、当事業の外部顧客に対する売上高は903億円（前年同期比21.0％減）、営業利益は123億円（同

42.5％減）となりました。 
  

３）ヘルスケア事業 

当事業では、カセッテ型DR「Aero DR（エアロディーアール）」の販売が好調を維持し、日本及び米国で販売台数

を伸ばすとともに、大規模な医療機関での導入実績が着実に増えています。欧米では有力な販売パートナーとの協

業による販売チャネルの強化を進めました。フィルム製品は、委託生産に切り替えたことにより収益性が改善し、

販売数量も新興国向けが拡大し、前年同期を上回りました。 

また新たな成長ドライバーとして位置付けている超音波画像診断装置については、パナソニック ヘルスケア株式

会社より事業譲受（効力発生日 平成26年１月１日）し、開発から生産・販売までの体制を整えました。 

これらの結果、当事業の外部顧客に対する売上高は551億円（前年同期比10.2％増）、営業利益は23億円（同

98.7％増）となりました。 
   

  

  

  

  

当第３四半期 

連結累計期間 

（自25.４.１ 

   至25.12.31）

前第３四半期 

連結累計期間 

（自24.４.１ 

   至24.12.31） 

  

増減 

  

  

  
情報機器事業  

  

  
外部売上高  

営業利益 

 億円
5,262

435

億円
 

 

4,051

184

億円
 

 

1,210

251

％
29.9

136.5

産業用材料・機器事業

  

外部売上高  

営業利益  

903

123

 

 

1,144

215

 

 

△240

△91

△21.0

△42.5

ヘルスケア事業  

  

外部売上高  

営業利益  

551

23

 

 

500

11

 

 

51

11

10.2

98.7
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  （参考）第３四半期連結会計期間の状況 

  

  
  

   主なセグメントの状況 

  

当第３四半期 

連結会計期間 

（自25.10.１ 

   至25.12.31）

前第３四半期 

連結会計期間 

（自24.10.１ 

   至24.12.31）

  

 増減 

  

  
売上高  

売上総利益  

営業利益  

経常利益  

税金等調整前四半期純利益  

四半期純利益  

 億円
2,324

1,137

147

152

138

52

億円
1,939

897

68

78

78

27

億円
 

 

 

 

 

 

385

239

79

73

60

25

％
19.9

26.7

116.2

93.7

77.3

94.0

  
１株当たり四半期純利益  

円
9.91

円
5.11

円
 4.79

％
94.0

  
設備投資額  

減価償却費  

研究開発費 

億円
118

115

179

億円
77

115

187

億円
 

 

 

40

0

△8

％
52.6

0.3

△4.4

  
フリー・キャッシュ・フロー 

億円
△25

億円
△41

億円
 16

％
―

為替レート  

USドル 

ユーロ 

円
100.46

136.69

円
81.17

105.25

円
 

 

19.29

31.44

％
23.8

29.9

  

  

  

  

当第３四半期 

連結会計期間 

（自25.10.１ 

   至25.12.31）

前第３四半期 

連結会計期間 

（自24.10.１ 

   至24.12.31）

  

増減 

  

  

  
情報機器事業  

  

  
外部売上高  

営業利益 

 億円
1,813

174

億円
1,402

53

億円
 

 

411

121

％
29.4

226.1

産業用材料・機器事業 

  

外部売上高  

営業利益  

278

34

350

59

 

 

△71

△25

△20.4

△42.4

ヘルスケア事業  

  

外部売上高  

営業利益  

191

4

161

0

 

 

30

4 ―

18.6
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 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析 
  

  
 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比571億円（6.1％）増加し9,976億円となりました。流

動資産は405億円（7.0％）増加し6,201億円（総資産比62.2％）となり、固定資産は165億円（4.6％）増加し3,774億

円（総資産比37.8％）となりました。 

 流動資産については、現金及び預金は前連結会計年度末比５億円減少した一方、有価証券が80億円増加したことに

より、現金及び現金同等物としては74億円増加し2,213億円となりました。受取手形及び売掛金は78億円増加し2,018

億円となりました。リース債権及びリース投資資産は46億円増加し206億円となりました。たな卸資産は174億円増加

し1,299億円となりました。 

 固定資産については、有形固定資産は情報機器事業及び産業用材料・機器事業における設備投資、加えて研究開発

新棟の建設等により増加した一方、全体として償却が進んだことに加え、HDD用ガラス基板事業撤退の決定等による減

損を行った結果、47億円減少の1,751億円となりました。無形固定資産は21億円増加し1,130億円となりました。 

 また、投資その他の資産については、投資有価証券が前連結会計年度末比43億円増加し276億円となりました。繰延

税金資産は昨年４月に行ったグループ経営体制の再編を踏まえ、回収可能性の見直しを行ったこと等により135億円増

加し465億円となりました。 

 総負債については、前連結会計年度末比249億円（5.3％）増加し4,990億円となりました。支払手形及び買掛金は61

億円増加し915億円となりました。未払金が34億円、未払費用が51億円、未払法人税等が58億円それぞれ増加しまし

た。有利子負債（長短借入金と社債の合計額）は、19億円減少の2,229億円となりました。 

 純資産については前連結会計年度末比322億円（6.9％）増加し4,986億円となりました。利益剰余金は四半期純利益

の計上108億円及び剰余金の配当92億円等により16億円増加し2,314億円となりました。その他の包括利益累計額は、

USドル及びユーロを中心とした円安進行に伴い為替換算調整勘定が281億円増加、加えて株式市場の好転に伴いその他

有価証券評価差額金が22億円増加しました。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、0.4ポイント増加の49.8％となりました。 

  

当第３四半期 

連結会計期間末 

前連結 

会計年度末 
増減 

総資産        （億円） 9,976  9,405 571

総負債        （億円） 4,990  4,741 249

純資産        （億円） 4,986  4,664 322

自己資本比率      （％） 49.8  49.4 0.4
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②キャッシュ・フローの状況                                 （単位：億円）

  
  

  当第３四半期連結累計期間（以下「当期間」）の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・

フロー618億円の創出と、設備投資を中心とした投資活動によるキャッシュ・フロー381億円の支出の結果、営業活動

によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは237億円の

プラスとなりました。 

 また、財務活動によるキャッシュ・フローは190億円のマイナスとなりました。 

 その他に、現金及び現金同等物に係る換算差額の調整等があり、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等

物の残高は、前連結会計年度末比74億円増加の2,213億円となりました。 
  
  当期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
  
（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利益139億円、減価償却費351億円、HDD用ガラス基板事業撤退の決定等による減損損失129億

円、のれん償却額71億円、運転資本の増加34億円等によるキャッシュ・フローの増加と、法人税等の支払い102億円等

との相殺により、営業活動によるキャッシュ・フローは618億円のプラス（前年同期は355億円のプラス）となりまし

た。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 情報機器事業における設備投資及び産業用材料・機器事業における新規事業に係る投資に加えて、研究開発新棟の

建設等の結果、有形固定資産の取得による支出は261億円となりました。その他に、無形固定資産の取得による支出58

億円、投資有価証券の取得による支出28億円等があり、投資活動によるキャッシュ・フローは381億円のマイナス（前

年同期は493億円のマイナス）となりました。      

 この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシ 

ュ・フローは237億円のプラス（前年同期は137億円のマイナス）となりました。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 配当金の支払い91億円、有利子負債の純減少額82億円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは190億円のマ

イナス（前年同期は278億円のマイナス）となりました。 

  
当第３四半期 
連結累計期間 

前第３四半期 
連結累計期間 

増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー  618  355  263

投資活動によるキャッシュ・フロー  △381  △493  112

計  
（フリー・キャッシュ・フロー）  237

 
 △137  375

財務活動によるキャッシュ・フロー  △190  △278  87
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期連結累計期間における業績進捗を踏まえ、通期の業績予想につきましては、第２四半期後に見直した業

績予想を据え置きます。第４四半期の為替レートの前提につきましても[USドル：98円、ユーロ：128円]に据え置きま

す。 
                           （単位：億円） 

  ※上記業績予想は、本資料の発表日現在における将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想であり、

リスクや不確定要素を含んだものです。実際の業績は当社を取り巻く経済情勢、市場の動向、為替レートの

変動など様々な重要な要素により、これら業績予想とは大きく異なる可能性があります。 

  

 ○ 定性的情報における記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 
     

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当社は、平成25年４月１日付で、当社を存続会社とするグループ会社７社の吸収合併を実施いたしました。 こ

れにより、特定子会社のコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社、コニカミノルタアドバンストレイヤー

株式会社及びコニカミノルタテクノロジーセンター株式会社は消滅し、連結の範囲から除外しております。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

当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もり、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  通期 
平成25年10月31日発表   

売上高  9,300

営業利益  580

経常利益  540

当期純利益  180

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 93,413 92,821

受取手形及び売掛金 194,038 201,861

リース債権及びリース投資資産 16,007 20,620

有価証券 120,501 128,502

たな卸資産 112,479 129,912

繰延税金資産 20,259 21,720

未収入金 12,602 13,927

その他 14,860 16,082

貸倒引当金 △4,568 △5,256

流動資産合計 579,593 620,192

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 68,601 63,412

機械装置及び運搬具（純額） 33,900 24,581

工具、器具及び備品（純額） 24,584 25,952

土地 34,013 34,551

リース資産（純額） 480 584

建設仮勘定 6,969 13,838

貸与資産（純額） 11,354 12,195

有形固定資産合計 179,903 175,117

無形固定資産   

のれん 69,465 67,345

その他 41,472 45,716

無形固定資産合計 110,937 113,061

投資その他の資産   

投資有価証券 23,236 27,629

長期貸付金 126 94

長期前払費用 2,387 2,794

繰延税金資産 33,000 46,532

その他 12,735 13,345

貸倒引当金 △1,366 △1,084

投資その他の資産合計 70,118 89,311

固定資産合計 360,960 377,490

資産合計 940,553 997,683

- 8 -

コニカミノルタ㈱ （4902） 平成26年３月期 第３四半期決算短信



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 85,424 91,587

短期借入金 67,398 55,336

1年内返済予定の長期借入金 23,990 28,025

未払金 32,462 35,937

未払費用 28,993 34,162

未払法人税等 7,376 13,267

賞与引当金 10,841 7,189

役員賞与引当金 229 184

製品保証引当金 1,199 1,356

事業撤退損失引当金 － 1,078

設備関係支払手形 975 745

資産除去債務 33 28

その他 23,745 28,967

流動負債合計 282,671 297,865

固定負債   

社債 70,000 70,000

長期借入金 63,507 69,565

再評価に係る繰延税金負債 3,269 3,269

退職給付引当金 43,754 46,244

役員退職慰労引当金 282 241

資産除去債務 981 1,012

その他 9,669 10,864

固定負債合計 191,465 201,199

負債合計 474,136 499,064

純資産の部   

株主資本   

資本金 37,519 37,519

資本剰余金 204,140 204,140

利益剰余金 229,713 231,410

自己株式 △1,548 △1,549

株主資本合計 469,825 471,521

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,345 5,627

繰延ヘッジ損益 2 △129

為替換算調整勘定 △8,268 19,866

その他の包括利益累計額合計 △4,920 25,365

新株予約権 764 866

少数株主持分 747 865

純資産合計 466,416 498,618

負債純資産合計 940,553 997,683
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 577,727 682,876

売上原価 307,947 355,124

売上総利益 269,779 327,751

販売費及び一般管理費 242,688 288,846

営業利益 27,090 38,905

営業外収益   

受取利息 759 1,129

受取配当金 410 465

持分法による投資利益 55 －

為替差益 666 31

その他 2,603 2,549

営業外収益合計 4,496 4,175

営業外費用   

支払利息 1,816 2,086

持分法による投資損失 － 1,164

その他 3,653 3,092

営業外費用合計 5,469 6,343

経常利益 26,117 36,736

特別利益   

固定資産売却益 153 392

投資有価証券売却益 34 69

その他 25 －

特別利益合計 213 462

特別損失   

固定資産除売却損 1,462 1,831

投資有価証券評価損 52 47

減損損失 1,481 383

事業構造改善費用 379 1,513

事業撤退損 － 16,368

退職特別加算金 － 3,018

グループ再編関連費用 39 118

特別損失合計 3,415 23,281

税金等調整前四半期純利益 22,914 13,916

法人税等 12,593 3,032

少数株主損益調整前四半期純利益 10,321 10,884

少数株主利益 4 72

四半期純利益 10,317 10,811
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（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 193,909 232,421

売上原価 104,140 118,696

売上総利益 89,768 113,725

販売費及び一般管理費 82,957 99,000

営業利益 6,810 14,724

営業外収益   

受取利息 234 439

受取配当金 173 195

持分法による投資利益 32 －

為替差益 1,661 580

その他 721 879

営業外収益合計 2,823 2,096

営業外費用   

支払利息 627 694

持分法による投資損失 － 87

その他 1,139 800

営業外費用合計 1,767 1,583

経常利益 7,867 15,237

特別利益   

固定資産売却益 43 258

投資有価証券評価損戻入益 258 －

事業撤退損見積変更差額 － 441

特別利益合計 301 699

特別損失   

固定資産除売却損 297 1,116

投資有価証券評価損 － 2

減損損失 19 254

事業構造改善費用 － 712

グループ再編関連費用 39 －

特別損失合計 356 2,085

税金等調整前四半期純利益 7,812 13,851

法人税等 5,106 8,557

少数株主損益調整前四半期純利益 2,705 5,293

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 40

四半期純利益 2,707 5,253
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 10,321 10,884

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △675 2,279

繰延ヘッジ損益 △428 △131

為替換算調整勘定 8,297 28,183

持分法適用会社に対する持分相当額 5 2

その他の包括利益合計 7,198 30,334

四半期包括利益 17,520 41,218

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 17,553 41,097

少数株主に係る四半期包括利益 △32 120
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,705 5,293

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 870 768

繰延ヘッジ損益 △806 △144

為替換算調整勘定 18,118 16,758

持分法適用会社に対する持分相当額 3 1

その他の包括利益合計 18,185 17,384

四半期包括利益 20,891 22,678

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 20,907 22,624

少数株主に係る四半期包括利益 △16 53
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31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利益 22,914 13,916

減価償却費 33,276 35,126

減損損失 1,481 12,915

のれん償却額 7,071 7,190

受取利息及び受取配当金 △1,169 △1,594

支払利息 1,816 2,086

固定資産除売却損益（△は益） 1,309 1,438

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 17 △22

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,902 △3,956

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,589 1,977

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） － 1,078

売上債権の増減額（△は増加） 10,705 21,881

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,583 △3,114

仕入債務の増減額（△は減少） △17,205 △15,358

貸与資産振替による減少額 △4,044 △3,648

未収入金の増減額（△は増加） 2,485 △1,244

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △912 2,947

預り金の増減額（△は減少） 1,457 1,480

未払又は未収消費税等の増減額 △605 832

その他 917 △1,207

小計 46,620 72,724

利息及び配当金の受取額 1,198 1,575

利息の支払額 △1,949 △2,163

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △10,277 △10,239

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,591 61,896

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △21,182 △26,175

有形固定資産の売却による収入 419 1,643

無形固定資産の取得による支出 △4,757 △5,863

事業譲受による支出 △1,838 △960

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△9,321 △903

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得によ
る支出

△7,109 △616

連結子会社出資金の追加取得による支出 － △849

貸付けによる支出 △289 △301

貸付金の回収による収入 60 119

投資有価証券の取得による支出 △340 △2,867

投資有価証券の売却による収入 176 383

子会社株式の取得による支出 △1,296 －

その他の投資による支出 △4,492 △3,217

その他 644 1,495

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,325 △38,113
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 31,998 △17,963

長期借入れによる収入 55 10,776

長期借入金の返済による支出 △11,004 △1,038

社債の償還による支出 △39,950 －

リース債務の返済による支出 △1,085 △1,641

自己株式の売却による収入 1 0

自己株式の取得による支出 △6 △27

配当金の支払額 △7,822 △9,130

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,814 △19,025

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,070 1,983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △40,477 6,739

現金及び現金同等物の期首残高 231,933 213,914

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 669

現金及び現金同等物の四半期末残高 191,455 221,324
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  該当事項はありません。   

   

  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  

（注）「その他」の区分には、産業用インクジェット事業等を含んでおります。 
     
２. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 

内容（差異調整に関する事項） 
 （単位：百万円）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎的研究費であります。 
  

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 

  （固定資産に係る重要な減損損失）  

   「産業用材料・機器事業」セグメント及び「ヘルスケア事業」セグメントの事業用資産について、回収可能
価額が帳簿価額を下回ったことにより、減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第
３四半期連結累計期間においては、「産業用材料・機器事業」セグメント365百万円、「ヘルスケア事業」セグ
メント1,048百万円であります。 

  
  （のれんの金額の重要な変動） 

   「情報機器事業」セグメントにおいて、Charterhouse PM Limitedの株式を取得し、子会社化いたしました。
取得原価の配分が完了していないため、暫定的な金額ではありますが、当該事象によるのれんの増加額は、当
第３四半期連結累計期間において、7,415百万円であります。 

   また、「産業用材料・機器事業」セグメントにおいて、Instrument Systems GmbHの出資持分を取得し、子会
社化いたしました。取得原価の配分が完了していないため、暫定的な金額ではありますが、当該事象によるの
れんの増加額は、当第３四半期連結累計期間において、3,819百万円であります。 

  
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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  

（単位：百万円） 

 （注）「その他」の区分には、産業用インクジェット事業等を含んでおります。 
  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 情報機器 
事業 

産業用材料 
・機器事業 

ヘルスケア 
事業 

計 

売上高 

  外部顧客への売上高 405,175 114,437 50,063 569,676 

 

8,051 577,727 
セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

      1,448      1,679       1,956       5,084      37,824      42,909 

計     406,624     116,116      52,019    574,760      45,876     620,637 

セグメント利益      18,402      21,527      1,178      41,109       2,783      43,892 

利益 金額 

報告セグメント計 
「その他」の区分の利益 
セグメント間取引消去 
全社費用（注） 

 
 
 
 

41,109
2,783

△4,604
△12,197

四半期連結損益計算書の営業利益  27,090

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 情報機器 
事業 

産業用材料 
・機器事業 

ヘルスケア 
事業 

計 

売上高 

  外部顧客への売上高  526,211

  

 90,360

  

 55,177  671,749

 

 11,126

  

 682,876
セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

 1,400  2,652  100  4,153  15,102  19,256

計  527,612  93,012  55,278  675,903  26,228  702,132

セグメント利益  43,527  12,382  2,341  58,251  2,165  60,417
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２. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 
内容（差異調整に関する事項） 

 （単位：百万円）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎的研究費であります。

  

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 

  （固定資産に係る重要な減損損失）  

   「産業用材料・機器事業」セグメントの事業用資産について、回収可能価額が帳簿価額を下回ったことによ
り、減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、
同セグメント12,531百万円であり、事業撤退損に含めて計上しております。 

  

Ⅲ 前第３四半期連結会計期間（自 平成24年10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  

（注）「その他」の区分には、産業用インクジェット事業等を含んでおります。 

  

２. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 
内容（差異調整に関する事項） 

 （単位：百万円）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎的研究費であります。 
   

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） 

   「情報機器事業」セグメントにおいて、Charterhouse PM Limitedの株式を取得し、子会社化いたしました。
取得原価の配分が完了していないため、暫定的な金額ではありますが、当該事象によるのれんの増加額は、当
第３四半期連結会計期間において、7,415百万円であります。 

   また、「産業用材料・機器事業」セグメントにおいて、Instrument Systems GmbHの出資持分を取得し、子会
社化いたしました。取得原価の配分が完了していないため、暫定的な金額ではありますが、当該事象によるの
れんの増加額は、当第３四半期連結会計期間において、3,819百万円であります。 

  

利益 金額 

報告セグメント計 
「その他」の区分の利益 
セグメント間取引消去 
全社費用（注） 

 
 
 
 

58,251
2,165

△4,101
△17,411

四半期連結損益計算書の営業利益  38,905

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 情報機器 
事業 

産業用材料 
・機器事業 

ヘルスケア 
事業 

計 

売上高 

  外部顧客への売上高 140,217 

  

35,036 

  

16,188 191,442 

  

2,466 193,909 
セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

      481      511       696       1,688      11,781      13,470 

計     140,698      35,548      16,884     193,131      14,248     207,379 

セグメント利益       5,359       5,920        20      11,300        843      12,143 

利益 金額 

報告セグメント計 
「その他」の区分の利益 
セグメント間取引消去 
全社費用（注） 

 
 
 
 

11,300
843

△1,070
△4,262

四半期連結損益計算書の営業利益  6,810
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Ⅳ 当第３四半期連結会計期間（自 平成25年10月１日 至 平成25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  

（単位：百万円） 

 （注）「その他」の区分には、産業用インクジェット事業等を含んでおります。 
  

２. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 
内容（差異調整に関する事項） 

 （単位：百万円）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎的研究費であります。 
  
   

当社は、平成26年１月30日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議しました。 

  

１．自己株式の取得を行う理由 
  

株主還元を強化するとともに、資本効率の向上・機動的な資本政策の遂行を図るため。 

  

２．取得に係る事項の内容 
  

  
（ご参考） 平成25年12月31日時点の自己株式の保有 
  

発行済株式総数（自己株式を除く） 530,310,005株 
  
自己株式数 1,354,332株 

  

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 情報機器 
事業 

産業用材料 
・機器事業 

ヘルスケア 
事業 

計 

売上高 

  外部顧客への売上高 

 

 181,377  27,878  19,193  228,449

 

 3,972  232,421
セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

 420  638  45  1,104  4,246  5,351

計  181,797  28,516  19,239  229,553  8,219  237,772

セグメント利益  17,476  3,408  435  21,320  1,071  22,391

利益 金額 

報告セグメント計 
「その他」の区分の利益 
セグメント間取引消去 
全社費用（注） 

 
 
 
 

21,320
1,071

△1,519
△6,147

四半期連結損益計算書の営業利益  14,724

（７）重要な後発事象

（１）取得対象株式の種類 当社普通株式 

（２）取得し得る株式の総数  
2,000万株を上限とする。 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合3.8％） 

（３）株式の取得価額の総額  200億円を上限とする。 

（４）取得期間 平成26年１月31日から平成26年４月30日まで 
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