
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
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（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

- 14 -

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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