
 

 
 
   

 
 
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 

  

 

   

 
 
  

 
  

   

 
 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

平成25年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年２月４日

上 場 会 社 名 株式会社ニチダイ 上場取引所 大

コ ー ド 番 号 6467 URL http://www.nichidai.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)古屋 元伸
問合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長 (氏名)辻 寛和 (TEL)0774(62)3481

四半期報告書提出予定日 平成25年２月14日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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３四半期 9,751 7.7 684 27.9 743 54.7 451 79.4

24年３月期第３四半期 9,055 25.6 535 22.2 480 14.2 251 △19.3

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 536百万円(191.0％) 24年３月期第３四半期 184百万円(△45.9％)

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３四半期 49.90 ―

24年３月期第３四半期 27.82 ―

（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３四半期 14,430 7,643 50.1

24年３月期 13,797 7,234 50.1

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 7,232百万円 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 ― 8.00 ―

25年３月期(予想) 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、対前期増減率)

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

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



  

 

 

 
  

・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３Ｑ 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３Ｑ 1,804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３Ｑ 9,051,527株 24年３月期３Ｑ 9,051,562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３四半期連結累計期間において、当社グループの主要顧客先である国内自動車業界では、北米市

場及びASEAN市場については好調な販売が続いているものの、国内市場におけるエコカー補助金の終

了、中国における販売台数の減少、欧州市場における販売不振などの影響が生じております。また、第

３四半期後半より円安基調になっている為替相場の変動が、今後の市場動向に影響を与える可能性が出

てきております。このような状況により、ネットシェイプ事業の売上高は、44億７千６百万円（前年同

期比9.0％増）となりました。 

アッセンブリ事業では、タイ洪水の影響に伴う挽回生産によりNICHIDAI(THAILAND)LTD.の売上高は増

加したものの、欧州市場の停滞や在庫調整の影響などにより国内における売上高は低調に推移しまし

た。その結果、アッセンブリ事業の売上高は、42億９百万円（前年同期比6.4％増）となりました。 

フィルタ事業では、THAI SINTERED MESH CO., LTD.における石油掘削用フィルターが減少した影響に

より海外向けの売上高が低調に推移したものの、ヘルスケア製品など特定産業向けの製品が牽引し国内

向けは堅調に推移しました。その結果、フィルタ事業の売上高は10億６千４百万円（前年同期比7.4％

増）となりました。 

以上の結果、連結売上高は97億５千１百万円（前年同期比7.7％増）となりました。 

損益面におきましては、ネットシェイプ事業における売上高が伸び悩んだ影響などにより、営業利益

は６億８千４百万円（前年同期比27.9％増）となりました。一方、第３四半期後半から円安基調となっ

た為替相場の影響により、経常利益７億４千３百万円（前年同期比54.7％増）、四半期純利益４億５千

１百万円（前年同期比79.4％増）となりました。  

  

当第３四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６億３千３百万円増加

し、144億３千万円となりました。これらは、主に現金及び預金が１億９千５百万円増加したこと、有

形固定資産が８億６千５百万円増加したことによります。有形固定資産の増加は、主にNICHIDAI

(THAILAND)LTD.におきまして、スクロール鍛造品量産の為に工場の増築を行ったこと及び生産設備を設

置したことにより、建物及び構築物が２億７千９百万円、リース資産（その他に含む）が４億３千６百

万円増加したことによります。一方、受取手形及び売掛金が４億８千４百万円減少いたしました。 

負債におきましては、前連結会計年度末に比べ２億２千４百万円増加し、67億８千６百万円となりま

した。これらは、主に借入金が８億５千万円、流動、固定負債のリース債務（その他に含む）が４億３

千１百万円増加した一方、社債が10億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４億５千１百万円等により、前連結会計年度末に比べて４億９

百万円増加し、76億４千３百万円となり、自己資本比率は50.1％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、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３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,852,935 2,048,631

受取手形及び売掛金 3,762,090 3,277,473

商品及び製品 466,177 567,181

仕掛品 593,521 537,085

原材料及び貯蔵品 1,062,383 1,107,440

その他 318,607 329,145

貸倒引当金 △4,518 △4,180

流動資産合計 8,051,196 7,862,777

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,552,928 1,811,304

機械装置及び運搬具（純額） 1,411,492 1,427,089

土地 1,763,138 1,766,810

その他（純額） 251,316 838,985

有形固定資産合計 4,978,876 5,844,190

無形固定資産 149,095 184,469

投資その他の資産 617,965 539,543

固定資産合計 5,745,937 6,568,204

資産合計 13,797,133 14,430,981
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,582,266 1,495,611

短期借入金 1,979,028 2,384,380

1年内償還予定の社債 1,000,000 －

未払法人税等 136,453 58,094

賞与引当金 131,619 118,792

その他 501,938 676,555

流動負債合計 5,331,305 4,733,433

固定負債   

長期借入金 1,127,845 1,573,112

退職給付引当金 56,350 71,342

その他 47,053 409,096

固定負債合計 1,231,248 2,053,551

負債合計 6,562,553 6,786,984

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 4,781,316

自己株式 △1,058 △1,077

株主資本合計 7,078,094 7,403,017

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 3,169

為替換算調整勘定 △175,954 △173,375

その他の包括利益累計額合計 △169,066 △170,206

少数株主持分 325,552 411,184

純資産合計 7,234,580 7,643,996

負債純資産合計 13,797,133 14,430,981
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 9,055,280 9,751,130

売上原価 7,360,638 7,779,302

売上総利益 1,694,641 1,971,828

販売費及び一般管理費 1,159,246 1,287,199

営業利益 535,394 684,629

営業外収益   

受取利息 5,386 3,514

受取配当金 191 257

為替差益 － 86,482

受取保険金及び配当金 3,779 3,575

助成金収入 61,062 90

その他 12,407 14,425

営業外収益合計 82,827 108,345

営業外費用   

支払利息 41,269 32,189

為替差損 59,131 －

クレーム費用 33,659 15,423

その他 3,922 2,195

営業外費用合計 137,982 49,808

経常利益 480,239 743,165

特別利益   

投資有価証券償還益 2,485 2,523

固定資産売却益 727 2,329

特別利益合計 3,212 4,852

特別損失   

固定資産売却損 113 137

固定資産除却損 3,030 6,040

特別損失合計 3,143 6,178

税金等調整前四半期純利益 480,308 741,839

法人税、住民税及び事業税 106,939 131,011

法人税等調整額 86,264 91,825

法人税等合計 193,204 222,836

少数株主損益調整前四半期純利益 287,103 519,002

少数株主利益 35,332 67,338

四半期純利益 251,771 451,664
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 287,103 519,002

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,110 △3,718

為替換算調整勘定 △96,730 20,873

その他の包括利益合計 △102,840 17,154

四半期包括利益 184,262 536,157

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 179,870 450,524

少数株主に係る四半期包括利益 4,391 85,632
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当第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）  

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23年４月１日  至  平成23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 

 
(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。 

  

Ⅱ 当第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 

 
(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 4,107,372 3,957,337 990,569 9,055,280 － 9,055,280

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ － － － － －

計 4,107,372 3,957,337 990,569 9,055,280 － 9,055,280

セグメント利益 117,977 223,206 139,055 480,239 － 480,239

(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 4,476,946 4,209,872 1,064,311 9,751,130 － 9,751,130

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ － － － － －

計 4,476,946 4,209,872 1,064,311 9,751,130 － 9,751,130

セグメント利益 251,214 293,043 198,907 743,165 － 743,165

（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３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日）

当第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）

金額
構成比
（％）

金額
構成比 
（％）

ネットシェイプ 4,107,372 45.4 4,476,946 45.9

アッセンブリ 3,957,337 43.7 4,209,872 43.2

フィルタ 990,569 10.9 1,064,311 10.9

合計 9,055,280 100.0 9,751,130 100.0

事業別

前第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日）

当第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）

金額
構成比
（％）

金額
構成比 
（％）

ネットシェイプ 538,529 13.1 733,059 16.4

アッセンブリ 2,108,627 53.3 2,473,147 58.7

フィルタ 269,689 27.2 277,493 26.1

合計 2,916,845 32.2 3,483,699 35.7

事業別

前第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日）

当第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）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ネットシェイプ 4,468,684 1,486,079 4,552,438 1,216,637

アッセンブリ 4,111,659 1,731,122 4,625,119 2,111,360

フィルタ 1,103,848 311,199 1,057,398 264,722

合計 9,684,192 3,528,401 10,234,956 3,592,719

事業別

前第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日）

当第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）

金額 金額

ネットシェイプ 3,978,889 4,323,316

アッセンブリ 3,991,702 4,285,712

フィルタ 943,138 1,009,164

合計 8,913,730 9,618,194
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