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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 215,341 △2.4 12,593 124.1 12,324 269.4 7,748 ―

24年3月期第3四半期 220,677 △14.1 5,619 △38.2 3,336 △61.4 361 △92.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 9,793百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △4,914百万円 （―％）

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 28.82 28.81
24年3月期第3四半期 1.34 1.23

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 353,536 154,218 43.6
24年3月期 366,212 149,254 40.7

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  154,138百万円 24年3月期  149,005百万円

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  

 平成25年３月期の配当予想額は未定であります。 

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 ― ― ― 17.00 17.00
25年3月期 ― ― ―

25年3月期（予想） ― ―

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 320,000 6.1 20,000 120.6 17,000 143.6 10,000 291.2 37.20



(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 

(注)第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細 
は、添付資料P.3「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、金融商品取引法に基づく四半期
連結財務諸表に対するレビュー手続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 
1.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P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
2.平成25年３月期の配当予想額につきましては、今後の事業環境等を見極める必要があり、現時点では未定とさせていただきます。配当予想額の開示が可能と
なった時点で速やかに開示いたします。 
3.決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しております。 

※  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 279,020,914 株 24年3月期 279,020,914 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 10,170,051 株 24年3月期 10,167,943 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 268,852,031 株 24年3月期3Q 268,854,890 株
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当第３四半期における内外経済は、緩やかな回復基調ながら、長期化する欧州債務危機や中国の景気

減速などにより、引き続き不透明なまま推移しました。 

 この環境下、当第３四半期連結累計期間の売上高は、コンシューマが１，６３９億円となりました。

時計は「Ｇ－ＳＨＯＣＫ」や「ＰＲＯＴＲＥＫ」といったブランドが、北米やアジアなどの海外でも好

調に推移し増収となりました。また、「Ｂａｂｙ－Ｇ」「ＳＨＥＥＮ」といった女性向けブランドも順

調に拡大しました。電子辞書は「エクスワード」シリーズのラインアップの拡充により、引き続き国内

でナンバーワンシェアを維持しました。システムは２９３億円、その他はデバイス関連事業の譲渡、撤

退により１０２億円減収の２２０億円となりました。 

 損益につきましては、コンシューマが１７６億円の営業利益となりました。時計や電子辞書は引き続

き高収益性を維持し、デジタルカメラも大幅に改善しました。システムは１０億円の営業損失、その他

は２億円の営業損失となりました。この結果、調整後の連結合計として１２５億円の営業利益となりま

した。また、経常利益は１２３億円、四半期純利益は７７億円となりました。 

  

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１２６億円減少し、３，５３５億円と

なりました。純資産は、利益剰余金の増加等の改善により、前連結会計年度末比４９億円増加し、 

１，５４２億円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末比２．９ポイント増の

４３．６％に改善されました。 

  

現時点での平成２５年３月期の連結業績予想につきましては、前回予想（平成２４年５月１１日公

表）に対して変更はありません。 

 当グループは今後も全世界で通用する独自技術を活かした新製品の積極的な世界展開により、長期的

視点に立った収益力強化、経営・財務体質強化に取り組みます。 

  

(注) 業績見通しについて  

①為替水準は１ＵＳ＄＝８０円、１ユーロ＝１０５円を想定しております。 

②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。実際の業績に影響を与える要素としては、当グループの事業をとりまく経済情勢、対ドル

をはじめとする主要為替相場の変動、製品販売価格の大幅な変動などが考えられますが、これ

らに限られるものではありません。 

  

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

 (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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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、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。この変更が損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

  (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

  (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

  (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 53,128 47,861

受取手形及び売掛金 57,923 40,887

有価証券 49,861 60,653

製品 29,358 38,209

仕掛品 5,955 5,870

原材料及び貯蔵品 10,276 8,479

その他 38,066 35,356

貸倒引当金 △545 △579

流動資産合計 244,022 236,736

固定資産   

有形固定資産   

土地 37,487 37,167

その他（純額） 24,922 26,783

有形固定資産合計 62,409 63,950

無形固定資産 5,942 5,858

投資その他の資産   

投資有価証券 33,150 25,269

その他 20,706 21,758

貸倒引当金 △17 △35

投資その他の資産合計 53,839 46,992

固定資産合計 122,190 116,800

資産合計 366,212 353,536
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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 49,682 31,727

短期借入金 3,817 4,064

1年内返済予定の長期借入金 － 18,000

未払法人税等 1,914 2,024

製品保証引当金 840 840

その他 35,332 36,350

流動負債合計 91,585 93,005

固定負債   

社債 30,710 30,965

新株予約権付社債 250 250

長期借入金 77,457 59,656

退職給付引当金 11,295 2,554

役員退職慰労引当金 1,842 1,862

その他 3,819 11,026

固定負債合計 125,373 106,313

負債合計 216,958 199,318

純資産の部   

株主資本   

資本金 48,592 48,592

資本剰余金 65,703 65,703

利益剰余金 55,218 58,395

自己株式 △8,590 △8,591

株主資本合計 160,923 164,099

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 490 1,036

繰延ヘッジ損益 △238 △167

為替換算調整勘定 △12,170 △10,830

その他の包括利益累計額合計 △11,918 △9,961

少数株主持分 249 80

純資産合計 149,254 154,218

負債純資産合計 366,212 353,536
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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 220,677 215,341

売上原価 142,555 131,795

売上総利益 78,122 83,546

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 23,286 23,347

その他 49,217 47,606

販売費及び一般管理費合計 72,503 70,953

営業利益 5,619 12,593

営業外収益   

受取利息 665 476

受取配当金 206 149

その他 478 357

営業外収益合計 1,349 982

営業外費用   

支払利息 749 880

持分法による投資損失 2,220 －

その他 663 371

営業外費用合計 3,632 1,251

経常利益 3,336 12,324

特別利益   

投資有価証券売却益 133 －

受取保険金 － 409

退職給付制度改定益 － 385

その他 5 14

特別利益合計 138 808

特別損失   

減損損失 515 322

災害による損失 634 －

投資有価証券評価損 740 799

事業譲渡損 1,640 －

関係会社整理損 2,565 －

その他 1,434 104

特別損失合計 7,528 1,225

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（△）

△4,054 11,907

法人税等 △4,534 4,070

少数株主損益調整前四半期純利益 480 7,837

少数株主利益 119 89

四半期純利益 361 7,748
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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 480 7,837

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,767 546

繰延ヘッジ損益 △23 71

為替換算調整勘定 △2,555 1,339

持分法適用会社に対する持分相当額 △49 △0

その他の包括利益合計 △5,394 1,956

四半期包括利益 △4,914 9,793

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,029 9,705

少数株主に係る四半期包括利益 115 88
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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△2,602百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△2,602百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社管理部

門に係る費用並びに基礎研究に係る費用であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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） 
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△3,733百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△3,733百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社管理部

門に係る費用並びに基礎研究に係る費用であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  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

（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 
（注）２コンシューマ システム その他 合計

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 159,042 29,322 32,313 220,677 ― 220,677

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

3 459 3,775 4,237 △4,237 ―

計 159,045 29,781 36,088 224,914 △4,237 220,677

セグメント利益 
又は損失（△）

11,037 △2,935 119 8,221 △2,602 5,619

（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 
（注）２コンシューマ システム その他 合計

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 163,935 29,328 22,078 215,341 ― 215,341

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

1 57 2,115 2,173 △2,173 ―

計 163,936 29,385 24,193 217,514 △2,173 215,341

セグメント利益 
又は損失（△）

17,603 △1,034 △243 16,326 △3,733 12,593

(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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