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(百万円未満切捨て)

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）

（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 3,382 24.0 226 74.6 249 111.6 155 284.0

24年3月期第1四半期 2,727 23.8 129 31.4 118 25.2 40 △12.0

(注) 包括利益 25年3月期第1四半期 276百万円(292.1％) 24年3月期第1四半期 70百万円(△9.3％)

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 17.16 ―

24年3月期第１四半期 4.47 ―

（２）連結財政状態

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 13,979 7,456 50.5

24年3月期 13,797 7,234 50.1

(参考) 自己資本 25年3月期第1四半期 7,066百万円 24年3月期 6,909百万円

２．配当の状況

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00

25年3月期 ―

25年3月期(予想) 8.00 ― 8.00 16.00

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、通期は対前期、四半期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) 6,700 17.0 510 83.7 500 102.0 260 73.8 28.72

通期 13,500 7.8 1,070 27.4 1,000 21.3 560 19.5 61.87



  

 

 
（注）「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。詳細は添付資料３

ページ「（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

 
  

・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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありませ

ん。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条

件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「連結業績予想に関す

る定性的情報」をご覧ください。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ― 社 (社名)          、除外 ― 社 (社名)

（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
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年3月期1Ｑ 9,053,300株 24年3月期 9,053,300株

② 期末自己株式数 25年3月期1Ｑ 1,757株 24年3月期 1,757株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Ｑ 9,051,543株 24年3月期1Ｑ 9,051,599株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間における、当社グループの主要顧客先である国内自動車業界では、東日本

大震災及びタイ洪水からの挽回生産のため増加した前四半期の生産台数は下回るものの、エコカー補助

金に伴う新車販売増や旺盛な海外需要などを背景に安定した生産稼動が続いており、震災の影響により

大幅に落ち込んだ前年同期と比較して、国内、海外ともに堅調に推移しております。 

このような状況のなか、ネットシェイプ事業の金型部門では、前四半期に増加したダイセットの売上

高は減少したものの、精密鍛造金型については安定的に推移しました。その結果、ネットシェイプ事業

の売上高は、震災の影響により減少した前年同期に比べ大幅に増加し14億９千４百万円（前年同期比

22.7％増）となりました。 

アッセンブリ事業においては、前期に生じたタイ洪水によるサプライチェーンの混乱の影響が薄ら

ぎ、NICHIDAI(THAILAND)LTD.の売上高が増加傾向となりました。その結果、アッセンブリ事業の売上高

は、15億６千８百万円（前年同期比28.5％増）となりました。 

フィルタ事業では、国内及び海外双方とも、前四半期と比較し弱含みになっているものの、前年同期

比で増加したことから、売上高が３億１千８百万円（前年同期比10.6％増）となりました。 

以上の結果、連結売上高は33億８千２百万円（前年同期比24.0％増）となりました。 

損益面におきましては、震災の影響が生じた前年同期と比較し、全事業で増収になったことにより、

営業利益２億２千６百万円（前年同期比74.6％増）、経常利益２億４千９百万円（前年同期比111.6％

増）、四半期純利益１億５千５百万円（前年同期比284.0％増）と大幅な増益となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ１億８千２百万円増加

し、139億７千９百万円となりました。これは、主に現金及び預金が１億５千１百万円、有形固定資産

が２億５千４百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が２億７千３百万円減少したことによるもので

あります。 

負債におきましては、前連結会計年度末に比べ３千９百万円減少し、65億２千３百万円となりまし

た。これは、主に買掛金が１億９千９百万、賞与引当金が１億５千２百万円増加した一方、借入金が３

億４千４百万円減少したことによるものであります。 

純資産におきましては、四半期純利益１億５千５百万円等により、前連結会計年度末に比べて 

２億２千１百万円増加し、74億５千６百万円となり、自己資本比率は50.5％となりました。 

  

平成24年５月１日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

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

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は僅少であります。 

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円）

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 1,852,935 2,003,980

受取手形及び売掛金 3,762,090 3,488,618

商品及び製品 466,177 457,051

仕掛品 593,521 618,743

原材料及び貯蔵品 1,062,383 1,125,259

その他 318,607 295,901

貸倒引当金 △4,518 △4,153

流動資産合計 8,051,196 7,985,401

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,552,928 1,562,900

機械装置及び運搬具（純額） 1,411,492 1,463,023

土地 1,763,138 1,774,677

その他（純額） 251,316 432,493

有形固定資産合計 4,978,876 5,233,094

無形固定資産 149,095 162,355

投資その他の資産 617,965 598,705

固定資産合計 5,745,937 5,994,156

資産合計 13,797,133 13,979,557
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（単位：千円）

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)

負債の部

流動負債

買掛金 1,582,266 1,781,271

短期借入金 1,979,028 1,798,517

1年内償還予定の社債 1,000,000 1,000,000

未払法人税等 136,453 33,584

賞与引当金 131,619 284,260

その他 501,938 556,078

流動負債合計 5,331,305 5,453,712

固定負債

長期借入金 1,127,845 963,510

退職給付引当金 56,350 62,216

その他 47,053 43,757

固定負債合計 1,231,248 1,069,484

負債合計 6,562,553 6,523,197

純資産の部

株主資本

資本金 1,429,921 1,429,921

資本剰余金 1,192,857 1,192,857

利益剰余金 4,456,374 4,557,370

自己株式 △1,058 △1,058

株主資本合計 7,078,094 7,179,090

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,888 2,742

為替換算調整勘定 △175,954 △115,169

その他の包括利益累計額合計 △169,066 △112,427

少数株主持分 325,552 389,697

純資産合計 7,234,580 7,456,360

負債純資産合計 13,797,133 13,979,557
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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：千円）

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 2,727,289 3,382,428

売上原価 2,234,711 2,739,597

売上総利益 492,577 642,831

販売費及び一般管理費 363,077 416,678

営業利益 129,500 226,152

営業外収益

受取利息 1,089 1,111

受取配当金 50 110

為替差益 － 29,586

受取保険金及び配当金 3,179 3,575

その他 5,311 4,183

営業外収益合計 9,630 38,567

営業外費用

支払利息 13,454 12,878

為替差損 4,224 －

その他 3,339 1,872

営業外費用合計 21,018 14,750

経常利益 118,112 249,969

特別利益

投資有価証券償還益 － 2,523

固定資産売却益 － 1,540

特別利益合計 － 4,064

特別損失

固定資産売却損 113 －

固定資産除却損 284 1,420

特別損失合計 397 1,420

税金等調整前四半期純利益 117,714 252,613

法人税、住民税及び事業税 33,353 26,402

法人税等調整額 32,733 45,892

法人税等合計 66,086 72,294

少数株主損益調整前四半期純利益 51,628 180,318

少数株主利益 11,185 25,013

四半期純利益 40,442 155,305
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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：千円)

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利益 51,628 180,318

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △527 △4,146

為替換算調整勘定 19,317 99,916

その他の包括利益合計 18,790 95,770

四半期包括利益 70,418 276,089

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 53,052 211,944

少数株主に係る四半期包括利益 17,365 64,144
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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）  

該当事項はありません。  

  

Ⅰ 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） 

  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) セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。 

  

Ⅱ 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） 

  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) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,218,276 1,220,847 288,164 2,727,289 ― 2,727,289

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,218,276 1,220,847 288,164 2,727,289 ― 2,727,289

セグメント利益又は損失(△) △28,257 113,422 32,947 118,112 ― 118,112

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,494,831 1,568,811 318,786 3,382,428 ― 3,382,428

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,494,831 1,568,811 318,786 3,382,428 ― 3,382,428

セグメント利益 81,228 117,750 50,989 249,969 ― 249,969

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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 （1）販売実績                         （単位：千円） 

 
（注） 内、海外向売上高 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 （2）受注状況                         （単位：千円） 

 
（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．ネットシェイプの精密鍛造品部門とアッセンブリの受注状況には、内示受注高を含んでおります。 
  

 （3）生産実績                     （単位：千円） 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

事業別

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）

金額
構成比
（％）

金額
構成比 
（％）

ネットシェイプ 1,218,276 44.7 1,494,831 44.2

アッセンブリ 1,220,847 44.8 1,568,811 46.4

フィルタ 288,164 10.5 318,786 9.4

合計 2,727,289 100.0 3,382,428 100.0

事業別

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）

金額
構成比
（％）

金額
構成比 
（％）

ネットシェイプ 165,240 13.6 199,109 13.3

アッセンブリ 622,983 51.0 874,906 55.8

フィルタ 69,370 24.1 87,419 27.4

合計 857,593 31.4 1,161,435 34.3

事業別

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）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ネットシェイプ 1,273,215 1,179,707 1,590,430 1,236,745

アッセンブリ 1,190,913 1,546,866 1,638,155 1,765,457

フィルタ 313,782 223,538 352,488 305,337

合計 2,777,912 2,950,112 3,581,074 3,307,540

事業別

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）

金額 金額

ネットシェイプ 1,211,648 1,479,492

アッセンブリ 1,228,675 1,609,777

フィルタ 279,364 310,109

合計 2,719,687 3,399,380
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