
  

  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
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上場会社名 株式会社ナナオ 上場取引所  東 

コード番号 6737 ＵＲＬ  http://www.eizo.co.jp/ 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）実盛 祥隆 

問合せ先責任者  （役職名） 執行役員 経理部長（氏名）秋常 樹一郎 （ＴＥＬ）  076-275-4121 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月11日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無     

四半期決算説明会開催の有無    ： 無     

  （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 ％ 

23年３月期第１四半期  12,651  △39.8  515  △82.6  256  △91.9  108  △94.7

22年３月期第１四半期  21,017  25.7  2,972  642.6  3,169  403.9  2,050  －

  
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 

23年３月期第１四半期  4  85  －      

22年３月期第１四半期  91  85  －      

  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 

23年３月期第１四半期  71,599  54,630  76.3  2,447  49

22年３月期  75,369  56,484  74.9  2,530  52

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 54,630百万円 22年３月期 56,484百万円

  
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 

22年３月期  －        25 00 －      25 00  50  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  25 00 －      25 00  50  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  31,000  △15.0  1,600  △60.5  1,600  △61.6  950  △62.3  42  56

通期  70,000  △9.7  5,200  △42.4  5,200  △42.8  3,100  △37.1  138  88



４．その他（詳細は、【添付資料】３ページ「２.その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期における重要な子会社の異動   ： 無 

新規 －社  （社名     －）  除外  （社名     －） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

② ①以外の変更        ： 無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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財務諸表の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.当四半期の連結

業績等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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 22,731,160株 22年３月期 22,731,160株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 409,934株 22年３月期 409,934株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 22,321,226株 22年３月期１Ｑ 22,321,276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、欧米においては緩やかながら景気回復傾向が見られ、わが国の

経済は輸出の増加等により、景気底打ちの兆しが見られました。しかしながら、欧州諸国の財政危機に端を発する

混乱が不安視されたことによる株安や円高の傾向が強まり、輸出の下振れリスクから、企業収益へ影響を及ぼすこ

とが考えられ、依然として厳しい状況が続いております。  

 当第１四半期連結累計期間における当社全体の売上高は12,651百万円（前年同期比39.8％減）となりました。品

目別の売上は以下のとおりです。 

[コンピュータ用モニター］ 

 売上高は8,432百万円（前年同期比12.3％増）となりました。欧州を中心とした景気回復に伴う受注増により、

汎用モニターの販売が好調であったことに加え、医療市場向け製品についても引き続き、高水準に推移しました。

また、国内においても、医療市場向けやグラフィックス市場向けの特定用途向けモニターの販売が堅調に推移しま

した。 

[アミューズメント用モニター］ 

 売上高は3,063百万円（前年同期比74.4％減）となりました。前第１四半期連結累計期間においては新機種販売

効果もあり好調でしたが、当第１四半期連結累計期間においては機種切り替えによる販売の端境期であったことか

ら、売上高が減少しました。  

  

 利益面については、医療市場向けモニターの増収効果に加え、販売費及び一般管理費においては、広告宣伝費、

賃借料等の削減を進めた他、減価償却費等が減少しました。しかしながら、ユーロ安に伴う利益率の低下及びアミ

ューズメント用モニターの減収等により、営業利益は515百万円（前年同期比82.6％減）、経常利益は256百万円

（同91.9％減）、四半期純利益は108百万円（同94.7％減）となりました。     

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

  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3,769百

万円減少し71,599百万円となりました。これは主に、受注環境が好転していることから、原材料を中心としてたな

卸資産を増加させた一方で、アミューズメント用モニターの売上が減少したことによる受取手形及び売掛金の減少

や、減価償却が進んだことによる有形・無形固定資産の減少に加え、株式市況の悪化による保有株式の時価評価額

減少に伴い投資有価証券が減少したことによります。 

 負債の部は、主に未払法人税等の減少により1,915百万円減少し16,968百万円となりました。 

 純資産の部は、配当金の支払や、その他有価証券評価差額金が減少したこと等により1,853百万円減少し54,630

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 

 現時点において前回（平成22年５月12日）発表の業績予想に変更はありません。 

  

（連結業績予想） 

第２四半期連結累計期間  売上高      31,000百万円  （前年同期比 15.0％減） 

                営業利益      1,600百万円  （前年同期比 60.5％減） 

                経常利益      1,600百万円  （前年同期比 61.6％減） 

                四半期純利益     950百万円  （前年同期比 62.3％減） 

  

通期           売上高      70,000百万円    （前期比  9.7％減） 

                営業利益      5,200百万円    （前期比 42.4％減） 

                経常利益      5,200百万円    （前期比 42.8％減） 

                当期純利益     3,100百万円    （前期比 37.1％減） 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ①簡便な会計処理の適用 

 ・一般債権の貸倒見積高の算定方法  

  当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高

を算定しております。 

  

 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ１百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が50百

万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は65百万円であります。  

  

２．その他の情報
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,498 4,059

受取手形及び売掛金 9,587 15,366

有価証券 17,619 17,119

商品及び製品 3,720 3,019

仕掛品 3,794 2,909

原材料及び貯蔵品 7,221 5,522

その他 2,913 2,969

貸倒引当金 △110 △123

流動資産合計 49,245 50,842

固定資産   

有形固定資産 9,624 9,806

無形固定資産   

のれん 1,225 1,467

その他 623 592

無形固定資産合計 1,848 2,059

投資その他の資産   

投資有価証券 9,944 11,810

その他 937 850

投資その他の資産合計 10,881 12,660

固定資産合計 22,354 24,526

資産合計 71,599 75,369

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,199 7,195

未払法人税等 54 2,238

賞与引当金 447 1,075

役員賞与引当金 18 92

ソフトウェア受注損失引当金 494 415

製品保証引当金 802 850

その他 3,004 2,193

流動負債合計 13,020 14,060

固定負債   

退職給付引当金 2,244 2,268

役員退職慰労引当金 105 105

リサイクル費用引当金 1,126 1,097

その他 471 1,351

固定負債合計 3,948 4,824

負債合計 16,968 18,884
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31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 45,734 46,184

自己株式 △999 △999

株主資本合計 53,475 53,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,704 3,861

繰延ヘッジ損益 － 1

為替換算調整勘定 △1,548 △1,304

評価・換算差額等合計 1,155 2,558

純資産合計 54,630 56,484

負債純資産合計 71,599 75,369
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 21,017 12,651

売上原価 14,784 9,177

売上総利益 6,232 3,474

販売費及び一般管理費 3,260 2,958

営業利益 2,972 515

営業外収益   

受取利息 13 12

受取配当金 110 94

為替差益 62 －

保険返戻金 － 42

その他 34 33

営業外収益合計 221 183

営業外費用   

売上割引 15 34

為替差損 － 407

その他 8 0

営業外費用合計 24 442

経常利益 3,169 256

特別利益   

貸倒引当金戻入額 23 12

特別利益合計 23 12

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 48

固定資産除却損 42 －

特別損失合計 42 48

税金等調整前四半期純利益 3,150 220

法人税、住民税及び事業税 1,031 24

法人税等調整額 68 88

法人税等合計 1,100 112

四半期純利益 2,050 108
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 3,150 220

減価償却費 425 307

のれん償却額 49 45

引当金の増減額（△は減少） △493 △618

売上債権の増減額（△は増加） 2,790 5,664

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,273 △3,572

仕入債務の増減額（△は減少） △312 1,066

その他 937 677

小計 10,820 3,792

利息及び配当金の受取額 123 107

法人税等の支払額 △280 △2,147

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,664 1,752

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △176 △112

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,019 △2,170

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

2,396 2,327

その他 8 11

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,209 55

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △670 △558

財務活動によるキャッシュ・フロー △670 △558

現金及び現金同等物に係る換算差額 43 △111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,246 1,138

現金及び現金同等物の期首残高 9,887 18,759

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,134 19,898
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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。 

  

  

  

  

（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

４．補足情報

品目 

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成22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  7,510  35.7  8,432  66.7  922

アミューズメント用モニター  11,970  57.0  3,063  24.2  △8,906

その他  1,537  7.3  1,156  9.1  △381

合計 21,017 100.0 12,651  100.0 △8,365
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