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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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1四半期 11,431 8.9 3 ― △298 ― △242 ―

24年3月期第1四半期 10,498 △17.0 △256 ― △128 ― △136 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △1,467百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △729百万円 （―％）

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1四半期 △11.39 ―

24年3月期第1四半期 △6.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 72,941 55,677 76.3
24年3月期 77,032 57,678 74.9

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  55,677百万円 24年3月期  57,678百万円

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

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  ：  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 70,000 17.5 6,000 36.2 6,000 33.9 3,600 119.9 168.85



(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 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいており、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。な
お、上記予想に関する事項は、【添付資料】２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」をご覧下さい。  

※  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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 22,731,160 株 24年3月期 22,731,160 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,410,118 株 24年3月期 1,410,098 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 21,321,051 株 24年3月期1Q 22,321,175 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州においては債務問題や金融危機の継続等により厳しい状況で

推移しました。日本経済においては、復興関連需要等の堅調な内需を中心とした持ち直しの傾向が見られましたが、

長引くデフレや円高等を背景に、依然として先行き不透明な状況が続きました。 

 このような中、当社グループは、将来への研究開発活動には積極的に投資する一方で、業務の効率化を進める等コ

ストダウンに取り組みました。 

 また、販売面においては、「ＥＩＺＯ」ブランドが深く浸透した欧州市場において主要な代理店であったAVNET社

との販売代理店契約を解消し、前連結会計年度に設立したEIZO Europe GmbHにおいて、本年７月１日より本格的な営

業活動を開始いたしました。これにより、急速に変化する市場や多様化する販売活動の形態にメーカーとして的確に

対応し、販売を拡大・強化してまいります。 

  

 当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の売上高は、11,431百万円（前年同期比8.9％増）となりま

した。品目別の売上高は次のとおりであります。 

［コンピュータ用モニター］ 

 売上高は5,271百万円（前年同期比27.9％減）となりました。 

  これは主に、景気の低迷や円高による売上の減少に加え、本年５月以降は、欧州向け製品の販売を７月１日より

本格的に営業を開始するEIZO Europe GmbHへの出荷へと切り替えたため、AVNET社への売上が４月分のみの１ヶ月

分となったこと及び契約解消に伴いAVNET社の保有していた在庫を買い戻し、売上の返品処理としたことによりま

す。  

［アミューズメント用モニター］ 

 売上高は4,211百万円（前年同期比153.2％増）となりました。 

 アミューズメント用モニターは、新機種の投入時期により四半期毎の売上高を左右する特性があります。東日本

大震災による電力不足の影響等により販売が落ち込んだ前年同期に比べ、当第１四半期連結累計期間においては新

機種の販売が増加したことによります。  

  

 利益面につきましては、アミューズメント用ソフトウェアの開発体制強化のための開発投資を増加させたこと、前

連結会計年度において欧州に設立した販売子会社２社に係る費用が増加したこと等により販売費及び一般管理費が増

加しました。一方で、AVNET社へのコンピュータ用モニターの売上が上記理由により大幅に減少したものの、製造原

価低減への取組みを推し進めたことやアミューズメント用モニターの増収により、営業利益は３百万円（前年同期は

256百万円の営業損失）となりました。しかしながら、円高が進んだことによる為替差損が影響し、経常損失は298百

万円（同128百万円の経常損失）、四半期純損失は242百万円（同136百万円の四半期純損失）となりました。 

   

    

（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資産及び負債の状況は、前連結会計年度末と比較し、資産の部は4,090百万

円減少し、72,941百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少したことによります。 

 負債の部は、主に買掛金及び未払法人税等の減少により2,090百万円減少し、17,263百万円となりました。 

 純資産の部は、配当金の支払い等により2,000百万円減少し、55,677百万円となりました。 

   

  

（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24年５月８日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の業績

予想に変更はありません。 

  

（連結業績予想） 

通期           売上高      70,000百万円    （前期比  17.5％増） 

               営業利益      6,000百万円    （前期比  36.2％増） 

               経常利益      6,000百万円    （前期比  33.9％増） 

               当期純利益     3,600百万円    （前期比 119.9％増） 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

㈱ナナオ（6737） 平成25年３月期　第１四半期決算短信

-3-



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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,714 8,739 

受取手形及び売掛金 16,742 10,333 

有価証券 9,000 9,500 

商品及び製品 4,982 6,210 

仕掛品 5,042 5,396 

原材料及び貯蔵品 7,882 8,218 

その他 2,870 3,034 

貸倒引当金 △68 △54 

流動資産合計 54,166 51,378 

固定資産   

有形固定資産 8,725 8,563 

無形固定資産   

のれん 949 815 

その他 1,060 1,203 

無形固定資産合計 2,010 2,018 

投資その他の資産   

投資有価証券 10,777 9,385 

その他 1,352 1,594 

投資その他の資産合計 12,130 10,980 

固定資産合計 22,866 21,562 

資産合計 77,032 72,941 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,882 7,091 

未払法人税等 1,062 21 

賞与引当金 1,067 503 

役員賞与引当金 51 － 

ソフトウェア受注損失引当金 665 568 

製品保証引当金 1,039 1,000 

その他 2,718 3,495 

流動負債合計 14,487 12,680 

固定負債   

退職給付引当金 2,189 2,186 

役員退職慰労引当金 105 101 

リサイクル費用引当金 1,229 1,226 

その他 1,341 1,067 

固定負債合計 4,866 4,582 

負債合計 19,353 17,263 
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,425 4,425 

資本剰余金 4,313 4,313 

利益剰余金 49,139 48,363 

自己株式 △2,660 △2,661 

株主資本合計 55,218 54,442 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,882 2,940 

繰延ヘッジ損益 － △0 

為替換算調整勘定 △1,422 △1,704 

その他の包括利益累計額合計 2,460 1,235 

純資産合計 57,678 55,677 

負債純資産合計 77,032 72,941 
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 10,498 11,431 

売上原価 7,567 8,029 

売上総利益 2,930 3,401 

販売費及び一般管理費 3,187 3,398 

営業利益又は営業損失（△） △256 3 

営業外収益   

受取利息 7 4 

受取配当金 129 123 

その他 51 19 

営業外収益合計 188 146 

営業外費用   

売上割引 21 39 

為替差損 35 408 

その他 3 1 

営業外費用合計 60 449 

経常損失（△） △128 △298 

特別利益   

EU関税返還金 7 － 

特別利益合計 7 － 

税金等調整前四半期純損失（△） △121 △298 

法人税、住民税及び事業税 24 35 

法人税等調整額 △9 △91 

法人税等合計 15 △55 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △136 △242 

四半期純損失（△） △136 △242 
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △136 △242 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △636 △942 

繰延ヘッジ損益 △3 △0 

為替換算調整勘定 46 △281 

その他の包括利益合計 △593 △1,224 

四半期包括利益 △729 △1,467 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △729 △1,467 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  

 当社グループは、映像機器及びその関連製品の開発・生産・販売が主であり、実質的に単一セグメントである 

ため、セグメント情報の記載を行っておりません。 

  

販売の状況 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

４．補足情報

品目 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日） 

増減 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 

コンピュータ用モニター  7,310  69.6  5,271  46.1  △2,039

アミューズメント用モニター  1,663  15.9  4,211  36.8  2,548

その他  1,524  14.5  1,949  17.1  424

合計  10,498  100.0  11,431  100.0  933
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