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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 591,490 △15.6 △16,143 ― △18,633 ― △17,648 ―
21年3月期第3四半期 700,719 ― 54,844 ― 53,152 ― 31,283 ―

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

22年3月期第3四半期 △44.52 ―
21年3月期第3四半期 78.89 75.69

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

22年3月期第3四半期 783,738 363,323 46.3 915.78
21年3月期 749,805 379,086 50.5 955.72

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  363,020百万円 21年3月期  378,853百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 12.50 ― 5.50 18.00
22年3月期 ― 4.00 ―
22年3月期 

（予想）
4.00 8.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 770,000 △12.5 △16,000 ― △19,000 ― △17,000 ― △42.89
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4.  その他 
(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) 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  有  
(注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 400,878,921株 21年3月期  400,878,921株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  4,473,598株 21年3月期  4,472,250株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 396,394,492株 21年3月期第3四半期 396,555,697株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間は、精機事業及びインストルメンツ事業では、一部の市場に回復の兆し

が見られたものの、引き続き設備投資抑制の影響を受けました。また、映像事業は、個人消費低迷や

円高の影響はありましたが、期初から第３四半期にかけて市況が回復傾向を示すなか、堅調に推移し

ました。 

これらの結果、第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は5,914億90百万円、前年同期比1,092億

29百万円（15.6％）の減少、営業損失は161億43百万円（前年同期は548億44百万円の営業利益）、経

常損失は186億33百万円（前年同期は531億52百万円の経常利益）、四半期純損失は176億48百万円（前

年同期は312億83百万円の四半期純利益）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

精機事業では、販売は予定どおりとなりました。半導体露光装置分野においては、 先端のArF液浸

露光装置を中心に開発・拡販に努め、また、液晶露光装置分野においては、中国市場参入に向けて積

極的な取組みを開始しました。 

映像事業では、第３四半期に入り市場への出荷は前年比で回復を示し、デジタル一眼レフカメラと

コンパクトデジタルカメラともに販売台数が前年同期を上回りました。 

インストルメンツ事業では、バイオサイエンス事業は年初から引き続き堅調に推移したものの、産

業機器事業では、依然として厳しい状況が続きました。また、第２四半期からNikon Metrology NVを

連結子会社に加えたことにより一時的に発生した費用も、収益に影響を与えました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は、7,837億38百万円となり、前連結会計年度末

に比べて339億33百万円増加しました。これは、現金及び預金、並びに受取手形及び売掛金の増加が主

な要因です。 

当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、4,204億15百万円となり、前連結会計年度末に

比べて496億96百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、3,633億23百万円となり、前連結会計年度末

に比べて157億63百万円減少しました。これは、その他有価証券評価差額金が増加したものの、四半期

純損失の計上により利益剰余金が減少したことなどによるものです。 

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、746億37百万円の収入となりま

した。主な増加要因は、減価償却費252億87百万円、たな卸資産の減少388億35百万円並びに仕入債務

の増加260億64百万円などによるものです。一方、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失を205

億99百万円計上したこと並びに売上債権の増加262億20百万円によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、379億87百万円の支出となりました。主な減少要因は、有形

固定資産の取得による支出220億66百万円並びに公開買付けによりNikon Metrology NVを買収したこと

に伴う関係会社株式の取得による支出94億25百万円などによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、135億63百万円の支出となりました。主な減少要因は、長期

借入金の返済による支出70億74百万円、配当金の支払額36億2百万円によるものです。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

精機事業においては、引き続き厳しい事業環境ではありますが市況回復の兆しも見られます。この

ようななか、半導体露光装置、液晶露光装置ともに予定どおりの販売を達成する見込みです。 

映像事業においては、為替相場や市場環境の動向に不透明感が残るものの、引き続き順調に推移す

る見込みです。 
インストルメンツ事業においては、バイオサイエンス事業は、引き続き堅調に推移すると予測され

ますが、産業機器事業では、一部に回復の兆しは見られるものの、対象産業全体の市況回復には時間

がかかるものと予測されます。 

 

このような状況のもと、当第３四半期の業績および今後の事業環境を反映して、平成21年11月５日

の決算短信で公表しました通期の連結業績予想を以下の通り修正いたします。 

 

平成22年３月期の連結業績予想の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 

前回発表予想（Ａ） 

百万円

760,000

百万円

△18,000

百万円

△24,000

百万円 

△21,000 

今回修正予想（Ｂ） 770,000 △16,000 △19,000 △17,000 

増減額（Ｂ－Ａ） 10,000 2,000 5,000 4,000 

増減率（％） 1.3% - - - 

前期実績（平成21年３月期） 879,719 48,184 47,689 28,055 

 

４．その他 

(1) 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 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の

業績予想やタックス・プラニングを利用する方法により算定しております。 

なお、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

 

(2) 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 

該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

連結納税制度の適用 

当第１四半期連結会計期間より、国内において当社を連結納税親会社とする連結納税制度を適

用しております。 
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５．【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３四半期 
連結会計期間末 

(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 102,603  80,350

  受取手形及び売掛金 150,011  121,155

  商品及び製品 124,845  114,143

  仕掛品 75,365  122,960

  原材料及び貯蔵品 26,355  28,110

  その他 62,466  59,219

  貸倒引当金 △8,049  △7,005

  流動資産合計 533,598  518,935

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 42,834  43,054

   機械装置及び運搬具（純額） 37,303  38,930

   土地 15,033  14,970

   建設仮勘定 6,665  6,860

   その他（純額） 21,604  22,257

   有形固定資産合計 123,441  126,072

  無形固定資産  

   のれん 13,070  156

   その他 27,313  25,222

   無形固定資産合計 40,384  25,379

  投資その他の資産  

   投資有価証券 59,560  50,176

   その他 27,462  29,301

   貸倒引当金 △709  △60

   投資その他の資産合計 86,313  79,417

  固定資産合計 250,139  230,869

 資産合計 783,738  749,805
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  (単位：百万円)

 
当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

 負債の部  

  流動負債  

   支払手形及び買掛金 146,334  119,469

   短期借入金 30,187  16,373

   コマーシャル・ペーパー －  20,000

   1年内償還予定の社債 10,000  10,000

   未払法人税等 3,936  2,947

   製品保証引当金 6,666  6,685

   その他 129,135  113,858

   流動負債合計 326,260  289,335

  固定負債  

   社債 52,900  32,900

   長期借入金 18,118  26,756

   退職給付引当金 16,149  14,022

   役員退職慰労引当金 589  469

   その他 6,397  7,234

   固定負債合計 94,154  81,382

  負債合計 420,415  370,718

 純資産の部  

  株主資本  

   資本金 65,475  65,475

   資本剰余金 80,711  80,711

   利益剰余金 243,383  264,827

   自己株式 △13,400  △13,439

   株主資本合計 376,169  397,576

  評価・換算差額等  

   その他有価証券評価差額金 3,666  △2,429

   繰延ヘッジ損益 △255  △915

   為替換算調整勘定 △16,560  △15,377

   評価・換算差額等合計 △13,149  △18,722

  新株予約権 302  233

  純資産合計 363,323  379,086

 負債純資産合計 783,738  749,805
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(2) 【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20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 700,719  591,490

売上原価 432,080  420,193

売上総利益 268,639  171,297

販売費及び一般管理費 213,795  187,441

営業利益又は営業損失（△） 54,844  △16,143

営業外収益  

 受取利息 929  287

 受取配当金 1,113  803

 持分法による投資利益 1,137  734

 その他 2,384  2,684

 営業外収益合計 5,564  4,510

営業外費用  

 支払利息 945  887

 現金支払割戻金 3,981  3,263

 その他 2,328  2,849

 営業外費用合計 7,255  7,000

経常利益又は経常損失（△） 53,152  △18,633

特別利益  

 固定資産売却益 63  45

 投資有価証券売却益 －  54

 特別利益合計 63  100

特別損失  

 固定資産除却損 877  278

 固定資産売却損 30  4

 減損損失 402  －

 投資有価証券評価損 3,845  224

 事業再編損 －  1,353

 環境対策費 －  206

 特別損失合計 5,156  2,066

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（△） 

48,059  △20,599

法人税、住民税及び事業税 16,776  △2,950

四半期純利益又は四半期純損失（△） 31,283  △17,648
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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20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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又は税金等調整前四半期純
損失（△） 

48,059  △20,599

 減価償却費 23,928  25,287

 減損損失 402  405

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,163  896

 製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,256  △2

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 836  2,218

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △78  120

 受取利息及び受取配当金 △2,042  △1,091

 持分法による投資損益（△は益） △1,137  △734

 支払利息 945  887

 固定資産売却損益（△は益） △32  △31

 固定資産除却損 877  344

 投資有価証券評価損益（△は益） 3,845  224

 売上債権の増減額（△は増加） △16,669  △26,220

 たな卸資産の増減額（△は増加） △52,601  38,835

 仕入債務の増減額（△は減少） 25,626  26,064

 その他 26,436  21,538

 小計 58,302  68,143

 利息及び配当金の受取額 2,058  1,881

 利息の支払額 △893  △861

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △50,168  5,474

 営業活動によるキャッシュ・フロー 9,299  74,637

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 △23,282  △22,066

 有形固定資産の売却による収入 560  440

 投資有価証券の取得による支出 △3,071  △221

 投資有価証券の売却による収入 －  72

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 －  △9,425

 貸付金の増減額（△は増加）（純額） △294  △46

 その他 △7,898  △6,740

 投資活動によるキャッシュ・フロー △33,986  △37,987

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） 7,597  △1,175

 長期借入れによる収入 1,700  831

 長期借入金の返済による支出 △2,778  △7,074

 社債の発行による収入 －  19,894

 社債の償還による支出 △5,000  －

 コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） －  △20,000

 配当金の支払額 △9,895  △3,602

 自己株式の取得による支出 △12,319  △41

 その他 △2,071  △2,394

 財務活動によるキャッシュ・フロー △22,768  △13,563

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,893  △306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54,349  22,780

現金及び現金同等物の期首残高 112,957  79,806

現金及び現金同等物の四半期末残高 58,608  102,587
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 
精機事業 

(百万円) 

映像事業

(百万円)

インストル
メンツ事業

(百万円)

その他の事業

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 

又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に対する 
売上高 

158,204 494,109 34,219 14,186 700,719 － 700,719

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,004 847 1,536 25,605 28,994 (28,994) －

計 159,209 494,956 35,755 39,792 729,714 (28,994) 700,719

営業利益又は営業損失(△) 8,613 46,001 △1,836 2,322 55,100 (256) 54,844

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 
精機事業 

(百万円) 

映像事業

(百万円)

インストル
メンツ事業

(百万円)

その他の事業

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 

又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に対する 
売上高 

97,181 450,103 29,592 14,612 591,490 － 591,490

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

558 327 721 19,996 21,603 (21,603) －

計 97,739 450,431 30,314 34,609 613,094 (21,603) 591,490

営業利益又は営業損失(△) △53,237 43,951 △8,269 1,337 △16,218 74 △16,143

(注) １ 事業区分の方法 ------当社グル-プの事業区分は、製品の種類及び販売市場の類似性等を考慮して 

行っております。 

２ 各事業区分の主要製品 

精機事業------------------半導体露光装置、液晶露光装置 

映像事業------------------デジタルカメラ、フィルムカメラ、交換レンズ 

インストルメンツ事業------顕微鏡、測定機、半導体検査装置 

その他の事業--------------液晶フォトマスク基板、望遠鏡 
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【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア・
オセアニア

(百万円)

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に対する 
売上高 

214,254 209,917 174,271 102,276 700,719 － 700,719

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

396,097 1,571 93 125,746 523,509 (523,509) －

計 610,352 211,489 174,365 228,022 1,224,229 (523,509) 700,719

営業利益 39,261 997 2,842 11,780 54,880 (36) 54,844

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア・
オセアニア

(百万円)

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に対する 
売上高 

127,192 203,631 153,582 107,083 591,490 － 591,490

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

358,846 1,530 195 107,827 468,400 (468,400) －

計 486,039 205,162 153,778 214,911 1,059,891 (468,400) 591,490

営業利益又は営業損失(△) △27,661 2,682 △488 11,583 △13,883 (2,260) △16,143

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりです。 

（1）北米---------------------米国、カナダ 

（2）欧州---------------------オランダ、ドイツ、イギリス、フランス 

（3）アジア・オセアニア-------中国、韓国、台湾、タイ、オーストラリア 
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【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 北米 欧州 
アジア・ 
オセアニア

その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 201,125 168,070 181,899 10,705 561,800 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  700,719 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

28.7 24.0 26.0 1.5 80.2 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 北米 欧州 
アジア・ 
オセアニア

その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 194,334 150,435 135,960 12,111 492,842 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  591,490 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

32.9 25.4 23.0 2.0 83.3 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりです。 

(1) 北 米-----------------米国、カナダ 

(2) 欧 州-----------------オランダ、ドイツ、イギリス、フランス 

(3) アジア・オセアニア----中国、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア 

(4) その他の地域----------中南米、アフリカ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

（比較第３四半期連結貸借対照表） 
 

（単位：百万円） 

 
当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表 
（平成21年３月31日） 

増減 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 102,603 80,350 22,252

  受取手形及び売掛金 150,011 121,155 28,855

  商品及び製品 124,845 114,143 10,702

  仕掛品 75,365 122,960 △47,594

  原材料及び貯蔵品 26,355 28,110 △1,755

  その他 62,466 59,219 3,247

  貸倒引当金 △8,049 △7,005 △1,044

  流動資産合計 533,598 518,935 14,663

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 42,834 43,054 △219

   機械装置及び運搬具（純額） 37,303 38,930 △1,626

   土地 15,033 14,970 63

   建設仮勘定 6,665 6,860 △195

   その他（純額） 21,604 22,257 △652

   有形固定資産合計 123,441 126,072 △2,631

  無形固定資産  

   のれん 13,070 156 12,913

   その他 27,313 25,222 2,091

   無形固定資産合計 40,384 25,379 15,005

  投資その他の資産  

   投資有価証券 59,560 50,176 9,384

   その他 27,462 29,301 △1,838

   貸倒引当金 △709 △60 △649

   投資その他の資産合計 86,313 79,417 6,896

  固定資産合計 250,139 230,869 19,269

 資産合計 783,738 749,805 33,933
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（単位：百万円） 

 
当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表 
（平成21年３月31日） 

増減 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 146,334 119,469 26,864

  短期借入金 30,187 16,373 13,813

  コマーシャル・ペーパー － 20,000 △20,000

  1年内償還予定の社債 10,000 10,000 －

  未払法人税等 3,936 2,947 988

  製品保証引当金 6,666 6,685 △18

  その他 129,135 113,858 15,277

  流動負債合計 326,260 289,335 36,925

 固定負債  

  社債 52,900 32,900 20,000

  長期借入金 18,118 26,756 △8,637

  退職給付引当金 16,149 14,022 2,126

  役員退職慰労引当金 589 469 120

  その他 6,397 7,234 △837

  固定負債合計 94,154 81,382 12,771

 負債合計 420,415 370,718 49,696

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 65,475 65,475 －

  資本剰余金 80,711 80,711 －

  利益剰余金 243,383 264,827 △21,444

  自己株式 △13,400 △13,439 38

  株主資本合計 376,169 397,576 △21,406

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 3,666 △2,429 6,095

  繰延ヘッジ損益 △255 △915 659

  為替換算調整勘定 △16,560 △15,377 △1,182

  評価・換算差額等合計 △13,149 △18,722 5,572

 新株予約権 302 233 69

 純資産合計 363,323 379,086 △15,763

負債純資産合計 783,738 749,805 33,933
     

 

－ 13 －

株式会社ニコン(7731)　平成22年３月期第３四半期決算短信

－ 13 －



 

 

「参考資料」 

（比較第３四半期連結損益計算書） 
 

 

前第３四半期 

連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期 

連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

増  減 

 金額（百万円） 百分比 金額（百万円） 百分比 金額（百万円）

 ％ ％ 

売上高 700,719 100.0 591,490 100.0 △109,229

売上原価 432,080 61.7 420,193 71.0 △11,887

売上総利益 268,639 38.3 171,297 29.0 △97,341

販売費及び一般管理費 213,795 30.5 187,441 31.7 △26,353

営業利益又は営業損失（△） 54,844 7.8 △16,143 △2.7 △70,987

営業外収益  

 受取利息 929 287  △641

 受取配当金 1,113 803  △309

 持分法による投資利益 1,137 734  △403

 その他 2,384 2,684  300

 営業外収益合計 5,564 0.8 4,510 0.7 △1,053

営業外費用  

 支払利息 945 887  △57

 現金支払割戻金 3,981 3,263  △718

 その他 2,328 2,849  520

 営業外費用合計 7,255 1.0 7,000 1.2 △254

経常利益又は経常損失（△） 53,152 7.6 △18,633 △3.2 △71,786

特別利益  

 固定資産売却益 63 45  △17

 投資有価証券売却益 － 54  54

 特別利益合計 63 0.0 100 0.0 37

特別損失  

 固定資産除却損 877 278  △599

 固定資産売却損 30 4  △26

 減損損失 402 －  △402

 投資有価証券評価損 3,845 224  △3,620

 事業再編損 － 1,353  1,353

 環境対策費 － 206  206

 特別損失合計 5,156 0.7 2,066 0.3 △3,089

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（△） 

48,059 6.9 △20,599 △3.5 △68,659

法人税、住民税及び事業税 16,776 △2,950  △19,727

四半期純利益又は四半期純損失
（△） 

31,283 4.5 △17,648 △3.0 △48,932
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