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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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 ％

21年3月期第2四半期 8,305 ― 765 ― 989 ― 293 ―
20年3月期第2四半期 8,034 △1.3 1,003 △17.6 1,205 △21.9 765 △19.1

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

21年3月期第2四半期 10.23 ―
20年3月期第2四半期 26.60 26.58

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 46,677 42,654 91.4 1,487.25
20年3月期 47,375 42,906 90.6 1,493.49

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  42,654百万円 20年3月期  42,906百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.00 22.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 16,500 △0.9 1,350 △32.1 1,750 △25.0 750 △35.1 26.18

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 ２．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。実際の業績等は、様々な要因によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  31,694,673株 20年3月期  31,694,673株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,014,545株 20年3月期  2,965,609株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  2,990,587株 20年3月期第2四半期  2,932,112株
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発のサブプライムローン問題に端を発した金融市場
の混乱や原油・原材料価格の一段の高騰によるコスト増など、企業収益は減少傾向にあり、景気の減速感
が一層強まってまいりました。企業の生産活動、設備投資は停滞気味となり、個人消費にも悪影響が出始
めました。 
このような経営環境のもとで当社グループは、長期経営計画「ビジョン2013」の第二次３ヶ年年計画

（平成20年度-22年度）の初年度を迎え、経営計画達成に向けて積極的な販売活動、生産効率向上等に努
めてまいりました。 
当第２四半期累計期間の連結売上高は、8,305百万円（前年同四半期比3.4％増）となりました。売上高

を製品別に見てみますと、減速機につきましては、国内売上においては設備投資の減速により、前年同四
半期比2.1％減となったものの、海外売上においてはアジア、米国市場向けが増加し、同36.2％増とな
り、全体として5,509百万円（同3.7％増）となりました。歯車につきましては、国内売上においてはロボ
ット、自動車、工作機械向け歯車が堅調に推移し、前年同四半期比3.9％増となりました。海外売上にお
いては北米市場向け歯車（電動工具用）の減少により、同3.8％減となり、全体として2,693百万円（同
2.8％増）となりました。 
利益面におきましては、原材料価格の値上がり、棚卸資産の減損等売上原価が増加し、営業利益は765

百万円（同23.7％減）となりました。また、経常利益は円安による為替差益の発生等により989百万円
（同17.9％減）となりました。四半期純利益は、投資有価証券評価損の発生、繰延税金資産の回収可能性
の見直し等により、293百万円（同61.6％減）となりました。 
尚、前年同四半期増減率につきましては、参考として記載しております。 

  

（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて397百万円増加し、15,381百万円となりました。これは、有

価証券が618百万円増加したことなどによります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて1,094百万円減少し、31,296百万円となりました。これは、

有形固定資産が422百万円、投資有価証券が664百万円それぞれ減少したことなどによります。 
（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて232百万円減少し、2,851百万円となりました。これは、支払
手形及び買掛金が135百万円増加したものの、未払法人税等が94百万円、流動負債その他が273百万円そ
れぞれ減少したことなどによります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて212百万円減少し、1,171百万円となりました。これは、有価

証券時価評価に伴う繰延税金負債が143百万円減少したことなどによります。 
（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて252百万円減少し、42,654百万円となりました。これは、
主としてその他有価証券評価差額金が189百万円減少したことなどによります。 

  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年10月20日に公表いたしました業績予想に変更はご
ざいません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

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 
  

①.一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 
  

②.棚卸資産の評価方法 
当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
  

③.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 
  

①.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四
半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②.「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）に変更しております。  
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前
四半期純利益が59百万円それぞれ減少しております。 

  

4. その他
(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
・会計処理基準に関する事項の変更
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５【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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 408 318

受取手形及び売掛金 4,614 4,889

有価証券 8,120 7,501

製品 277 286

仕掛品 1,453 1,523

原材料及び貯蔵品 337 309

その他 175 160

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 15,381 14,984

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 5,273 5,462

その他（純額） 7,474 7,707

有形固定資産合計 12,748 13,170

無形固定資産 47 52

投資その他の資産   

投資有価証券 15,802 16,467

その他 2,711 2,712

貸倒引当金 △14 △12

投資その他の資産合計 18,499 19,168

固定資産合計 31,296 32,391

資産合計 46,677 47,375

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,286 1,150

未払法人税等 342 437

その他 1,222 1,496

流動負債合計 2,851 3,083

固定負債   

退職給付引当金 847 916

役員退職慰労引当金 169 169

繰延税金負債 153 297

その他 1 1

固定負債合計 1,171 1,384

負債合計 4,022 4,468
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,475 3,475

資本剰余金 2,657 2,657

利益剰余金 38,044 38,038

自己株式 △2,847 △2,795

株主資本合計 41,329 41,375

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,346 1,536

為替換算調整勘定 △21 △5

評価・換算差額等合計 1,324 1,530

純資産合計 42,654 42,906

負債純資産合計 46,677 47,375
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(２)【四半期連結損益計算書】 
 【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 8,305

売上原価 6,105

売上総利益 2,199

販売費及び一般管理費  

従業員給料 314

その他 1,119

販売費及び一般管理費合計 1,433

営業利益 765

営業外収益  

受取利息 92

受取配当金 55

為替差益 44

物品売却益 87

その他 15

営業外収益合計 295

営業外費用  

支払利息 0

売上割引 30

デリバティブ評価損 37

その他 3

営業外費用合計 71

経常利益 989

特別利益  

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産売却損 0

投資有価証券評価損 361

その他 1

特別損失合計 363

税金等調整前四半期純利益 627

法人税、住民税及び事業税 369

法人税等調整額 △36

法人税等合計 333

四半期純利益 293
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30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 627

減価償却費 855

退職給付引当金の増減額（△は減少） △69

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

受取利息及び受取配当金 △148

支払利息 0

固定資産除却損 1

固定資産売却損益（△は益） 0

投資有価証券評価損益（△は益） 361

売上債権の増減額（△は増加） 260

たな卸資産の増減額（△は増加） 40

仕入債務の増減額（△は減少） 161

その他 8

小計 2,100

利息及び配当金の受取額 181

利息の支払額 △31

法人税等の支払額 △444

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,805

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △300

有価証券の売却及び償還による収入 2,229

有形固定資産の取得による支出 △722

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △5

投資有価証券の取得による支出 △1,720

投資有価証券の売却及び償還による収入 302

貸付金の回収による収入 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △212

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の売却による収入 0

自己株式の取得による支出 △52

配当金の支払額 △287

財務活動によるキャッシュ・フロー △339

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,235

現金及び現金同等物の期首残高 3,897

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,133
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間において、動力伝導装置事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメント

の売上高の合計及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しており

ます。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

 
(注)  会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」②．に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適

用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益

は、日本で59百万円減少しております。 
  

  

【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

アジア：東アジア、東南アジア、オセアニア 

北米 ：米国、カナダ 

欧州 ：イギリス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本
(百万円)

米国
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 7,326 979 8,305 ― 8,305

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

755 ─ 755 (  755) ―

計 8,081 979 9,060 (  755) 8,305

  営業利益 725 45 771 (   5) 765

アジア 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 473 981 3 1,458

Ⅱ 連結売上高(百万円) 8,305

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.7 11.8 0.1 17.6
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該当事項はありません。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期にかかる財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 

  

「参考資料」

科目

前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

   至 平成19年９月30日）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 8,034

Ⅱ 売上原価 5,665

  売上総利益 2,368

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,365

  営業利益 1,003

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 129

 ２ 受取配当金 55

 ３ 投資事業組合運用益 1

 ４ 作業屑等売却益 48

 ５ その他 13 248

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 0

 ２ 売上割引 30

 ３ 為替差損 10

 ４ その他 5 46

  経常利益 1,205

Ⅵ 特別利益

  貸倒引当金戻入額 3 3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 0

 ２ 固定資産除却損 6 6

   税金等調整前中間純利益 1,202

   法人税、住民税及び事業税 430

   法人税等調整額 7 437

   中間純利益 765
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

   至 平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 1,202

   減価償却費 936

   退職給付引当金の増減額（減少：△） △ 18

   貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 3

   受取利息及び受取配当金 △ 185

   支払利息 31

   固定資産除却損 6

   固定資産売却損 0

   売上債権の増減額（増加：△） 29

   たな卸資産の増減額（増加：△） △ 84

   仕入債務の増減額（減少：△） 34

   その他 △ 113

     小  計 1,835

   利息及び配当金の受取額 205

   利息の支払額 △ 31

   法人税等の支払額 △ 524

     営業活動によるキャッシュ・フロー 1,485

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有価証券の売却による収入 951

   有形固定資産の取得による支出 △ 1,256

   有形固定資産の売却による収入 0

   有形固定資産の除却による支出 △ 3

   無形固定資産の取得による支出 △ 22

   投資有価証券の取得による支出 △ 1,323

   投資有価証券の売却による収入 20

   貸付けによる支出 △ 5

   貸付金の回収による収入 1

     投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,636

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 1

   自己株式の取得による支出 △ 1

   自己株式の売却による収入 70

   配当金の支払額 △ 287

     財務活動によるキャッシュ・フロー △ 216

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 6

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少額：△） △ 361

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,987

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,626
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（３）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間において、動力伝導装置事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメン

トの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であ

るため、記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全

セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

アジア：東アジア、東南アジア、オセアニア 

米州 ：米国、カナダ 

欧州 ：イギリス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 430 747 3 1,181

Ⅱ 連結売上高(百万円) 8,034

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.4 9.3 0.0 14.7
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（１）連結業績 

（百万円未満切捨、％）

 

（２）製品別売上高及び海外売上高 

（百万円未満切捨、％）

 
（注）海外売上高の構成比は当該製品別売上高の構成比であります。 

  

（３）設備投資及び減価償却費 

（百万円未満切捨、％）

 
  

6. その他の情報

前年同四半期累計期間

（平成20年３月期

  第２四半期累計）

第２四半期累計期間

（平成21年３月期

 第２四半期累計）

増減
当期予想

（平成21年３月期）

区分 金額 売上比 金額 売上比 金額 率 金額 売上比

売上高 8,034 100.0 8,305 100.0 271 3.4 16,500 100.0

営業利益 1,003 12.5 765 9.2 △237 △23.7 1,350 8.2

経常利益 1,205 15.0 989 11.9 △215 △17.9 1,750 10.6

当期純利益 765 9.5 293 3.5 △471 △61.6 750 4.5

前年同四半期累計期間

（平成20年３月期

  第２四半期累計）

第２四半期累計期間

（平成21年３月期

 第２四半期累計）

増減
当期予想

（平成21年３月期）

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 金額 構成比

製品別 
売上高

減速機 5,312 66.1 5,509 66.3 196 3.7 10,900 66.1

歯車 2,621 32.6 2,693 32.4 72 2.8 5,400 32.7

その他 100 1.3 103 1.3 2 2.5 200 1.2

合計 8,034 100.0 8,305 100.0 271 3.4 16,500 100.0

（内、海外 
 売上高）

減速機 806 15.2 1,098 19.9 291 36.2 1,930 17.7

歯車 374 14.3 360 13.4 △14 △3.8 580 10.7

合計 1,181 14.7 1,458 17.6 277 23.5 2,510 15.2

前々期

（平成19年３月期）

前期

（平成20年３月期）

当期予想

（平成21年３月期）

区分 金額 金額 金額

設備投資額 2,040 3,103 1,420

減価償却費 1,603 1,987 1,900

株式会社　ニッセイ（6271） 平成21年３月期　第２四半期決算短信

－　13　－




