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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 732,483 △4.0 39,337 0.2 37,658 △8.1 37,505 16.0
25年3月期第3四半期 763,276 8.8 39,247 △43.4 40,977 △46.2 32,330 △30.8

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 65,018百万円 （54.5％） 25年3月期第3四半期 42,085百万円 （31.1％）

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

26年3月期第3四半期 94.56 94.41
25年3月期第3四半期 81.53 81.42

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 959,520 547,906 57.0
25年3月期 864,667 490,217 56.6
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 546,886百万円 25年3月期 489,421百万円

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

25年3月期 ― 19.00 ― 12.00 31.00
26年3月期 ― 10.00 ―
26年3月期（予想） 22.00 32.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 1,015,000 0.4 65,000 27.4 63,000 30.3 50,000 17.8 126.06



(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ますが、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を実施しております。 

※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。 

※ 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
②①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） 26年3月期3Q 400,878,921 株 25年3月期 400,878,921 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 4,233,752 株 25年3月期 4,279,760 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 396,624,891 株 25年3月期3Q 396,558,634 株
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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 

当第３四半期連結累計期間は、精機事業においては、半導体関連のメーカー各社の設備投資

は低調でしたが、液晶関連は底堅く推移しました。映像事業においては、レンズ交換式デジ

タルカメラ市場は海外において低調に推移し、コンパクトデジタルカメラ市場は引き続き縮

小しました。インストルメンツ事業においては、バイオサイエンス関連は国内を中心に公共

予算が増加し、産業機器関連は国内などで設備投資回復の兆しが見られました。 

この結果、第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は7,324億83百万円、前年同期比307億

92百万円（4.0％）の減少、営業利益は393億37百万円、前年同期比90百万円（0.2％）の増加、

経常利益は376億58百万円、前年同期比33億19百万円（8.1％）の減少、四半期純利益は375億

５百万円、前年同期比51億74百万円（16.0％）の増加となりました。 

なお、国土交通省による横浜468号道路新設工事及び横浜市による都市計画道路横浜藤沢線

建設工事に関する収用要請により、当社横浜製作所の土地の一部を国土交通省へ譲渡し、建

物の一部を移転したことに伴い、収用補償金150億６百万円を特別利益に計上しております。 

 

セグメント情報は次のとおりです。 

 

精機事業では、半導体露光装置分野は 先端のArF液浸スキャナーを中心に拡販に努め、液

晶露光装置分野においては、中小型・高精細液晶パネル用装置の拡販により、精機事業全体

として増益となりました。 

映像事業では、厳しい市場環境が続くなか、販売数量は前年同期比で減少しましたが、デジ

タル一眼レフカメラでの商品ミックスの改善やコスト削減が奏功し、為替変動による好影響

も加わって、営業利益は前年同期を上回りました。 

インストルメンツ事業では、バイオサイエンス関連分野は国内を中心に公共予算が増加する

なか拡販に努め、産業機器関連分野においても一部分野で設備投資に回復の兆しがあらわれ、

事業全体では収益が改善しました。 

 

― 2 ― 



株式会社ニコン （7731）平成26年3月期 第3四半期決算短信 
 

(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、9,595億20百万円となり、前連結会

計年度末に比べて948億52百万円増加しました。これは、現金及び預金が299億42百万円、受

取手形及び売掛金が203億99百万円、たな卸資産が170億96百万円、有形固定資産が61億22百

万円、及び投資有価証券91億22百万円、それぞれ増加したことが主な要因です。 

当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、4,116億13百万円となり、前連結会計

年度末に比べて371億63百万円増加しました。これは、支払手形及び買掛金が272億90百万円

増加したことが主な要因です。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、5,479億６百万円となり、前連結会

計年度末に比べて576億88百万円増加しました。これは、四半期純利益の計上により利益剰余

金が298億34百万円、円安の進展に伴い為替換算調整勘定が215億68百万円、それぞれ増加し

たことが主な要因です。 

 

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、574億15百万円の収入

（前年同期は162億12百万円の収入）となりました。これは、売上債権の増加87億61百万円、

たな卸資産の増加42億48百万円、及び前受金の減少43億51百万円があったものの、税金等調

整前四半期純利益を540億36百万円計上したこと及び仕入債務の増加199億53百万円があった

ことが主な要因です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、301億99百万円の支出（前年同期は516億50百万円の

支出）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出271億44百万円が主な要因です。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、94億38百万円の支出（前年同期は167億19百万円の

支出）となりました。これは、配当金の支払83億34百万円が主な要因です。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

通期の見通しにつきましては、精機事業では、半導体関連は引き続き厳しい事業環境が予想

されますが、液晶関連は堅調に推移することが見込まれます。映像事業では、レンズ交換式

デジタルカメラ市場は欧州や中国などの市況回復が遅れており引き続き弱含みが見込まれ、

コンパクトデジタルカメラ市場も縮小傾向が続くものと予想されます。インストルメンツ事

業では、バイオサイエンス関連市況は公共予算執行により堅調に推移すると予想され、産業

機器関連市況はＸ線検査装置分野で期待が持てるものの、なお不透明感が残ります。 
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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 

該当事項はありません。 

 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)  

   国際会計基準（ＩＡＳ）第19号「従業員給付」（平成23年６月16日改訂）が、平成25年１ 

  月１日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、第１四半期連結会計 

    期間より、一部の在外子会社において当該会計基準を適用し、数理計算上の差異、過去勤務 

    費用及び利息費用他の認識方法並びに表示方法の変更等を行っております。 

   当該会計方針の変更は遡及適用され、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度につ 

  いては遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、前第３ 

  四半期連結累計期間及び前連結会計年度における当該遡及適用による影響は軽微であります。 
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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 110,281  140,224

  受取手形及び売掛金 134,225  154,624

  商品及び製品 116,504  127,351

  仕掛品 119,760  129,808

  原材料及び貯蔵品 33,147  29,349

  その他 65,523  69,926

  貸倒引当金 △3,795  △4,199

  流動資産合計 575,647  647,084

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 45,774  51,917

   機械装置及び運搬具（純額） 57,551  61,544

   土地 15,025  15,293

   建設仮勘定 15,935  10,525

   その他（純額） 27,317  28,446

   有形固定資産合計 161,605  167,727

  無形固定資産  

   のれん 4,443  3,930

   その他 27,826  29,676

   無形固定資産合計 32,270  33,607

  投資その他の資産  

   投資有価証券 66,859  75,981

   その他 28,517  35,584

   貸倒引当金 △231  △465

   投資その他の資産合計 95,144  111,100

  固定資産合計 289,019  312,435

 資産合計 864,667  959,520
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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 124,676  151,967

  短期借入金 18,739  19,478

  1年内償還予定の社債 －  10,000

  未払法人税等 1,395  7,863

  製品保証引当金 8,096  6,936

  その他 146,277  139,659

  流動負債合計 299,186  335,905

 固定負債  

  社債 40,000  30,000

  長期借入金 22,600  22,600

  退職給付引当金 3,631  3,572

  資産除去債務 2,512  2,548

  その他 6,519  16,987

  固定負債合計 75,263  75,708

 負債合計 374,450  411,613

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 345,698  375,532

  自己株式 △12,804  △12,662

  株主資本合計 479,081  509,057

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 9,482  16,740

  繰延ヘッジ損益 △216  △1,448

  為替換算調整勘定 2,135  23,703

  在外子会社の退職給付債務等調整額 △1,060  △1,166

  その他の包括利益累計額合計 10,340  37,829

 新株予約権 795  929

 少数株主持分 －  90

 純資産合計 490,217  547,906

負債純資産合計 864,667  959,520
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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 763,276  732,483

売上原価 496,693  471,077

売上総利益 266,583  261,406

販売費及び一般管理費 227,335  222,068

営業利益 39,247  39,337

営業外収益  

 受取利息 516  601

 受取配当金 1,249  1,050

 持分法による投資利益 891  1,409

 その他 2,298  3,657

 営業外収益合計 4,955  6,718

営業外費用  

 支払利息 823  958

 為替差損 1,130  4,350

 その他 1,271  3,089

 営業外費用合計 3,225  8,397

経常利益 40,977  37,658

特別利益  

 固定資産売却益 216  43

 投資有価証券売却益 5,132  1,365

 収用補償金 －  15,006

 受取保険金 2,331  －

 特別利益合計 7,680  16,415

特別損失  

 固定資産売却損 18  24

 減損損失 511  2

 投資有価証券売却損 31  11

 投資有価証券評価損 121  －

 特別損失合計 683  38

税金等調整前四半期純利益 47,974  54,036

法人税、住民税及び事業税 15,644  16,521

少数株主損益調整前四半期純利益 32,330  37,514

少数株主利益 －  9

四半期純利益 32,330  37,505
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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 32,330  37,514

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 528  7,269

 繰延ヘッジ損益 △309  △1,232

 為替換算調整勘定 9,509  21,583

 在外子会社の退職給付債務等調整額 26  △105

 持分法適用会社に対する持分相当額 0  △10

 その他の包括利益合計 9,755  27,504

四半期包括利益 42,085  65,018

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 42,085  64,994

 少数株主に係る四半期包括利益 －  24
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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 47,974  54,036

 減価償却費 26,151  31,042

 減損損失 511  2

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △78  66

 製品保証引当金の増減額（△は減少） 353  △1,494

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △816  △348

 受取利息及び受取配当金 △1,765  △1,651

 持分法による投資損益（△は益） △891  △1,409

 支払利息 823  958

 固定資産売却損益（△は益） △197  △19

 投資有価証券売却損益（△は益） △5,101  △1,354

 投資有価証券評価損益（△は益） 121  －

 収用補償金 －  △15,006

 売上債権の増減額（△は増加） △12,135  △8,761

 たな卸資産の増減額（△は増加） △25,197  △4,248

 仕入債務の増減額（△は減少） 337  19,953

 前受金の増減額（△は減少） △12,944  △4,351

 未払費用の増減額（△は減少） 11,490  3,686

 その他 11,771  △12,103

 小計 40,405  58,994

 利息及び配当金の受取額 1,930  2,695

 利息の支払額 △781  △932

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △25,342  △3,343

 営業活動によるキャッシュ・フロー 16,212  57,415

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 △51,839  △27,144

 有形固定資産の売却による収入 2,494  191

 投資有価証券の取得による支出 △202  △1,684

 投資有価証券の売却による収入 5,277  3,846

 貸付金の増減額（△は増加）（純額） △233  31

 収用補償金の受取額 －  4,491

 その他 △7,146  △9,930

 投資活動によるキャッシュ・フロー △51,650  △30,199

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） 259  284

 長期借入れによる収入 200  －

 長期借入金の返済による支出 △200  －

 配当金の支払額 △15,248  △8,334

 その他 △1,730  △1,388

 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,719  △9,438

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,412  11,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △47,744  28,788

現金及び現金同等物の期首残高 131,711  110,094

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 429  1,082

現金及び現金同等物の四半期末残高 84,396  139,966
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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 

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） 

 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） 

報告セグメント 
 

精機事業 映像事業
インストル
メンツ事業

計 

その他
(注)１

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

売上高    

  外部顧客への売上高 120,154 588,411 35,879 744,444 18,831 763,276 － 763,276

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

731 582 865 2,179 26,743 28,922 (28,922) －

計 120,885 588,993 36,744 746,623 45,575 792,199 (28,922) 763,276

セグメント利益 
又は損失（△） 

5,083 52,444 △4,759 52,768 2,303 55,072 (15,824) 39,247

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ガラス事業、カスタムプロダクツ

事業等を含んでおります。 

(注)2 セグメント利益又は損失（△）の調整額には、セグメント間取引消去211百万円及び全社費用△16,036百万円

が含まれております。 

(注)3 セグメント利益は、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。 

 

 

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） 

 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） 

報告セグメント 
 

精機事業 映像事業
インストル
メンツ事業

計 

その他
(注)１

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

売上高    

  外部顧客への売上高 120,658 552,971 41,679 715,309 17,174 732,483 － 732,483

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

346 427 668 1,442 17,948 19,391 (19,391) －

計 121,004 553,398 42,348 716,752 35,122 751,874 (19,391) 732,483

セグメント利益 
又は損失（△） 

5,505 52,917 △4,389 54,034 2,617 56,651 (17,313) 39,337

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ガラス事業、カスタムプロダクツ

事業等を含んでおります。 

(注)2 セグメント利益又は損失（△）の調整額には、セグメント間取引消去286百万円及び全社費用△17,599百万円

が含まれております。 

(注)3 セグメント利益は、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。 
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(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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４．参考資料 

 

（比較第３四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) 
増減 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 110,281 140,224 29,942

  受取手形及び売掛金 134,225 154,624 20,399

  商品及び製品 116,504 127,351 10,846

  仕掛品 119,760 129,808 10,047

  原材料及び貯蔵品 33,147 29,349 △3,797

  その他 65,523 69,926 4,402

  貸倒引当金 △3,795 △4,199 △404

  流動資産合計 575,647 647,084 71,436

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 45,774 51,917 6,142

   機械装置及び運搬具（純額） 57,551 61,544 3,992

   土地 15,025 15,293 268

   建設仮勘定 15,935 10,525 △5,409

   その他（純額） 27,317 28,446 1,128

   有形固定資産合計 161,605 167,727 6,122

  無形固定資産  

   のれん 4,443 3,930 △512

   その他 27,826 29,676 1,850

   無形固定資産合計 32,270 33,607 1,337

  投資その他の資産  

   投資有価証券 66,859 75,981 9,122

   その他 28,517 35,584 7,066

   貸倒引当金 △231 △465 △233

   投資その他の資産合計 95,144 111,100 15,956

  固定資産合計 289,019 312,435 23,416

 資産合計 864,667 959,520 94,852
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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) 
増減 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 124,676 151,967 27,290

  短期借入金 18,739 19,478 738

  1年内償還予定の社債 － 10,000 10,000

  未払法人税等 1,395 7,863 6,467

  製品保証引当金 8,096 6,936 △1,159

  その他 146,277 139,659 △6,617

  流動負債合計 299,186 335,905 36,718

 固定負債  

  社債 40,000 30,000 △10,000

  長期借入金 22,600 22,600 －

  退職給付引当金 3,631 3,572 △58

  資産除去債務 2,512 2,548 36

  その他 6,519 16,987 10,467

  固定負債合計 75,263 75,708 445

 負債合計 374,450 411,613 37,163

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 345,698 375,532 29,834

  自己株式 △12,804 △12,662 141

  株主資本合計 479,081 509,057 29,975

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 9,482 16,740 7,258

  繰延ヘッジ損益 △216 △1,448 △1,232

  為替換算調整勘定 2,135 23,703 21,568

  在外子会社の退職給付債務等調整額 △1,060 △1,166 △105

  その他の包括利益累計額合計 10,340 37,829 27,488

 新株予約権 795 929 133

 少数株主持分 － 90 90

 純資産合計 490,217 547,906 57,688

負債純資産合計 864,667 959,520 94,852
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「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) 

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 763,276 100.0 732,483 100.0 △30,792

売上原価 496,693 65.1 471,077 64.3 △25,615

売上総利益 266,583 34.9 261,406 35.7 △5,177

販売費及び一般管理費 227,335 29.8 222,068 30.3 △5,267

営業利益 39,247 5.1 39,337 5.4 90

営業外収益  

 受取利息 516 601  85

 受取配当金 1,249 1,050  △199

 持分法による投資利益 891 1,409  517

 その他 2,298 3,657  1,358

 営業外収益合計 4,955 0.6 6,718 0.8 1,762

営業外費用  

 支払利息 823 958  134

 為替差損 1,130 4,350  3,219

 その他 1,271 3,089  1,817

 営業外費用合計 3,225 0.3 8,397 1.1 5,171

経常利益 40,977 5.4 37,658 5.1 △3,319

特別利益  

 固定資産売却益 216 43  △172

 投資有価証券売却益 5,132 1,365  △3,766

 収用補償金 － 15,006  15,006

 受取保険金 2,331 －  △2,331

 特別利益合計 7,680 1.0 16,415 2.3 8,735

特別損失  

 固定資産売却損 18 24  5

 減損損失 511 2  △508

 投資有価証券売却損 31 11  △19

 投資有価証券評価損 121 －  △121

 特別損失合計 683 0.1 38 0.0 △644

税金等調整前四半期純利益 47,974 6.3 54,036 7.4 6,061

法人税、住民税及び事業税 15,644 16,521  877

少数株主損益調整前四半期純利益 32,330 4.2 37,514 5.1 5,183

少数株主利益 － 9 0.0 9

四半期純利益 32,330 4.2 37,505 5.1 5,174
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