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１．平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

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

23年3月期第3四半期 7,211 48.5 438 ― 420 ― 311 ―

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 184百万円(△45.9％) 23年3月期第3四半期 340百万円( －％)

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

24年3月期第3四半期 27.82 ―

23年3月期第3四半期 34.45 ―

（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 ％

24年3月期第3四半期 13,422 7,023 49.9

23年3月期 12,370 6,948 53.5

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 6,691百万円 23年3月期 6,619百万円

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

23年3月期 ― 3.00 ― 6.00 9.00

24年3月期 ― 6.00 ―

24年3月期(予想) 6.00 12.00

３．平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 12,500 21.3 880 25.1 800 17.4 500 0.8 55.24



  

 

 

 
  

・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、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は終了しておりませ

ん。 

  

・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、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、四半

期決算短信（添付資料）３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。 

  

４．その他

（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 ： 無

② ①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

（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) 24年3月期3Ｑ 9,053,300株 23年3月期 9,053,300株

② 期末自己株式数 24年3月期3Ｑ 1,757株 23年3月期 1,701株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Ｑ 9,051,562株 23年3月期3Ｑ 9,051,612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ける、当社の主要顧客先である国内自動車業界では、タイの洪水被害

による影響が一部生じたものの、平成23年３月に起きた東日本大震災により大幅に減少した国内生産台

数の増加傾向は続いており、震災前の水準まで回復しております。 

 このような状況のなか、ネットシェイプ事業では、第３四半期会計期間になって精密鍛造品部門のス

クロール鍛造品の落ち込みなどがありましたが、震災からの回復基調が鮮明になってきていることなど

から金型部門の売上高が前四半期より増加しました。この結果、ネットシェイプ事業の売上高は、41億

７百万円（前年同期比4.6％増）となりました。 

 また、アッセンブリ事業においては、欧州向けのターボチャージャー部品が引き続き堅調であり、国

内生産拠点及び海外生産拠点NICHIDAI(THAILAND)LTD.双方において売上高が増加しました。その結果、

アッセンブリ事業の売上高は、39億５千７百万円（前年同期比58.1％増）となりましたが、タイの洪水

によるサプライチェーンの混乱の影響を受けております。 

 フィルタ事業は、国内向けのフィルター製品が堅調であったことに加え、海外生産拠点THAI 

SINTERED MESH CO.,LTD.における石油掘削用フィルターの安定した売上が継続したことから、売上高は

９億９千万円（前年同期比26.8％増）となりました。 

 以上の結果、連結売上高は90億５千５百万円（前年同期比25.6％増）となりました。 

 損益面におきましては、アッセンブリ事業において売上高増加に伴い増益となったものの、第３四半

期会計期間になってタイの洪水によるサプライチェーンの混乱や為替変動の影響などにより上期と比べ

利益率が低下いたしました。一方、ネットシェイプ事業では金型の売上高が増加し収益性が上がったこ

と、フィルタ事業が上期に引き続き好調であったことから、営業利益５億３千５百万円（前年同期比

22.2％増）、経常利益４億８千万円（前年同期比14.2％増）となったものの、四半期純利益について

は、税金費用が増加したことから、２億５千１百万円（前年同期比19.3％減）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10億５千２百万円増加

し、134億２千２百万円となりました。これは、主に現金及び預金が２億５千１百万円増加、受取手形

及び売掛金が３億２千９百万円増加、好調な受注によりたな卸資産が４億６千万円増加したことによる

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９億７千６百万円増加し、63億９千８百万円となりま

した。これは、主に買掛金が２億８百万円、借入金が４億７千１百万円増加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２億５千１百万円等により、前連結会計年度末に比べ７千５百

万円増加し70億２千３百万円となり、自己資本比率49.9％となりました。  

  

平成23年７月27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。  

  

該当事項はありません。  

  

（税効果会計に使用する法定実効税率の変更） 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」（平成23年法律117号）が、平成23年12月２日に公布され、平成24年４

月１日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなりました。 

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の40.6％か

ら、平成25年３月期から平成27年３月期までに解消が見込まれる一時差異等については38.0％、平成

28年３月期以降に解消が見込まれる一時差異等については35.6％にそれぞれ変更となります。 

この変更により繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は38,049千円減少し、

法人税等調整額は38,122千円増加しております。 

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(その他)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

（４）追加情報

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,697,730 1,949,601

受取手形及び売掛金 3,105,261 3,434,685

商品及び製品 235,880 397,085

仕掛品 597,302 660,030

原材料及び貯蔵品 730,431 967,268

その他 181,293 210,828

貸倒引当金 △4,091 △4,133

流動資産合計 6,543,807 7,615,368

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,579,523 1,582,371

機械装置及び運搬具（純額） 1,354,391 1,382,957

土地 1,776,251 1,763,663

その他（純額） 221,251 219,714

有形固定資産合計 4,931,418 4,948,706

無形固定資産 99,103 126,718

投資その他の資産 796,196 731,876

固定資産合計 5,826,717 5,807,302

資産合計 12,370,525 13,422,670
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 881,735 1,089,885

短期借入金 2,216,710 1,872,323

1年内償還予定の社債 － 1,000,000

未払法人税等 60,242 84,660

賞与引当金 132,649 71,286

その他 502,327 807,524

流動負債合計 3,793,664 4,925,679

固定負債

社債 1,000,000 －

長期借入金 550,340 1,366,307

退職給付引当金 33,219 50,350

長期未払金 28,998 14,504

その他 16,231 42,129

固定負債合計 1,628,789 1,473,291

負債合計 5,422,454 6,398,971

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 4,096,463 4,239,616

自己株式 △1,041 △1,058

株主資本合計 6,718,200 6,861,336

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,523 2,412

為替換算調整勘定 △106,724 △172,514

その他の包括利益累計額合計 △98,200 △170,101

少数株主持分 328,072 332,464

純資産合計 6,948,071 7,023,699

負債純資産合計 12,370,525 13,422,670
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第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)

売上高 7,211,023 9,055,280

売上原価 5,705,804 7,360,638

売上総利益 1,505,219 1,694,641

販売費及び一般管理費 1,067,204 1,159,246

営業利益 438,014 535,394

営業外収益

受取利息 1,598 5,386

受取配当金 166 191

受取保険金及び配当金 31,350 3,779

助成金収入 － 61,062

その他 15,661 12,407

営業外収益合計 48,776 82,827

営業外費用

支払利息 43,828 41,269

為替差損 15,352 59,131

クレーム費用 － 33,659

その他 6,995 3,922

営業外費用合計 66,176 137,982

経常利益 420,614 480,239

特別利益

投資有価証券償還益 － 2,485

固定資産売却益 197 727

特別利益合計 197 3,212

特別損失

固定資産売却損 505 113

固定資産除却損 3,310 3,030

特別損失合計 3,815 3,143

税金等調整前四半期純利益 416,996 480,308

法人税、住民税及び事業税 34,370 106,939

法人税等調整額 34,872 86,264

法人税等合計 69,242 193,204

少数株主損益調整前四半期純利益 347,753 287,103

少数株主利益 35,912 35,332

四半期純利益 311,841 251,771
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 347,753 287,103

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,776 △6,110

為替換算調整勘定 △5,176 △96,730

その他の包括利益合計 △6,953 △102,840

四半期包括利益 340,800 184,262

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 299,783 179,870

少数株主に係る四半期包括利益 41,016 4,391
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当第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）  

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22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

  報告セグメントごとの売上高及び利益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 3,926,889 2,502,769 781,364 7,211,023 － 7,211,023

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ － － － － －

計 3,926,889 2,502,769 781,364 7,211,023 － 7,211,023

セグメント利益 172,377 198,435 49,801 420,614 － 420,614

(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

（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） 内輸出売上高 

 
（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。 

  

５．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22年４月１日 

  至 平成22年12月31日）

当第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）

金額
構成比
（％）

金額
構成比 
（％）

ネットシェイプ 3,926,889 54.5 4,107,372 45.4

アッセンブリ 2,502,769 34.7 3,957,337 43.7

フィルタ 781,364 10.8 990,569 10.9

合計 7,211,023 100.0 9,055,280 100.0

事業別

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年12月31日）

当第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）

金額
構成比
（％）

金額
構成比 
（％）

ネットシェイプ 408,824 10.4 538,529 13.1

アッセンブリ 1,012,597 40.5 2,108,627 53.3

フィルタ 201,843 25.8 269,689 27.2

合計 1,623,265 22.5 2,916,845 32.2

事業別

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年12月31日）

当第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）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ネットシェイプ 4,150,522 1,125,554 4,468,684 1,486,079

アッセンブリ 3,192,822 1,417,530 4,111,659 1,731,122

フィルタ 846,498 208,201 1,103,848 311,199

合計 8,189,843 2,751,286 9,684,192 3,528,401

事業別

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年12月31日）

当第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）

金額 金額

ネットシェイプ 3,772,737 3,978,889

アッセンブリ 2,541,788 3,991,702

フィルタ 747,734 943,138

合計 7,062,260 8,913,730
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