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

21年3月期第3四半期 11,961 ― 940 ― 751 ― 313 ―
20年3月期第3四半期 12,337 △0.3 1,456 △20.7 1,762 △22.6 1,055 △22.7

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3四半期 10.94 ―
20年3月期第3四半期 36.66 36.64

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3四半期 44,764 41,000 91.6 1,453.12
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3四半期  41,000百万円 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 14,600 △12.3 450 △77.4 300 △87.1 50 △95.7 1.75

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可能性があります。  

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3四半期  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3四半期  3,478,929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3四半期  28,633,211株 20年3月期第3四半期  28,780,005株
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当第３四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を発端とした世界的な
金融危機による海外経済の悪化や急激な円高に伴う輸出の減少等により、企業収益は急速に落ち込み、設
備投資の大幅な減少、個人消費の低迷等、景気は一段と厳しさを増しました。 
当社を取り巻く業界におきましても、鋼材価格の高止まり、企業の設備投資意欲の減衰による需要の減

少等、経営環境は悪化しております。 
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ヶ年計画（平

成20年度-22年度）の初年度を迎え、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が、景気
の急速な悪化は、業績に大きく影響を及ぼしております。 
当第３四半期累計期間の連結売上高は、11,961百万円（前年同四半期比3.0％減）となりました。売上

高を製品別に見ますと、減速機につきましては、国内売上においては企業収益の悪化に伴う設備投資の減
少により、前年同四半期比7.7％減となりましたが、海外売上において前半期のアジア、米国市場向けが
増加し同18.1％増となり、減速機合計としては、7,797百万円（同3.7％減）となりました。歯車につきま
しては、国内売上においては前半期のロボット、自動車、工作機械向け歯車が堅調に推移し、第３四半期
期間からの減少があったものの前年同四半期比0.4％減となりましたが、海外売上において北米市場向け
歯車（電動工具用）の減少により同9.4％減となり、歯車合計としては、4,018百万円（同1.6％減）とな
りました。 
利益面におきましては、売上高の減少に加え、鋼材価格の高止まり、棚卸資産の減損等売上原価が増加

し、営業利益は940百万円（同35.5％減）となりました。また、経常利益はデリバティブ評価損の発生等
により751百万円（同57.4％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、313百万円（同70.3％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50百万円増加し、15,034百万円となりました。これは、有価

証券が268百万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2,660百万円減少し、29,730百万円となりました。これは、

有形固定資産が762百万円、投資有価証券が2,430百万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390百万円減少し、2,693百万円となりました。これは、未払
金が538百万円増加したものの、未払費用が617百万円、未払法人税等が360百万円、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314百万円減少し、1,070百万円となりました。これは、有価

証券時価評価に伴う繰延税金負債が297百万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1,905百万円減少し、41,000百万円となりました。これ
は、主としてその他有価証券評価差額金が1,248百万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21年1月21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３四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３四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55百万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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 413 318

受取手形及び売掛金 4,407 4,889

有価証券 7,769 7,501

製品 287 286

仕掛品 1,564 1,523

原材料及び貯蔵品 367 309

その他 230 160

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 15,034 14,984

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 5,007 5,462

その他（純額） 7,400 7,707

有形固定資産合計 12,407 13,170

無形固定資産 49 52

投資その他の資産   

投資有価証券 14,037 16,467

その他 3,250 2,712

貸倒引当金 △14 △12

投資その他の資産合計 17,273 19,168

固定資産合計 29,730 32,391

資産合計 44,764 47,375

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,034 1,150

未払法人税等 76 437

賞与引当金 233 －

未払金 588 49

未払費用 366 983

その他 394 463

流動負債合計 2,693 3,083

固定負債   

退職給付引当金 897 916

役員退職慰労引当金 171 169

繰延税金負債 － 297

その他 1 1

固定負債合計 1,070 1,384

負債合計 3,763 4,468
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 37,777 38,038

自己株式 △3,168 △2,795

株主資本合計 40,741 41,375

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 287 1,536

為替換算調整勘定 △28 △5

評価・換算差額等合計 258 1,530

純資産合計 41,000 42,906

負債純資産合計 44,764 47,375
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(2) 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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 11,961

売上原価 8,900

売上総利益 3,061

販売費及び一般管理費  

従業員給料 460

賞与引当金繰入額 57

その他 1,603

販売費及び一般管理費合計 2,121

営業利益 940

営業外収益  

受取利息 137

受取配当金 102

物品売却益 97

その他 13

営業外収益合計 351

営業外費用  

支払利息 1

売上割引 44

為替差損 18

デリバティブ評価損 467

その他 9

営業外費用合計 539

経常利益 751

特別利益  

固定資産売却益 0

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 4

投資有価証券評価損 119

その他 13

特別損失合計 138

税金等調整前四半期純利益 613

法人税、住民税及び事業税 450

法人税等調整額 △149

法人税等合計 300

四半期純利益 313
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 613

減価償却費 1,320

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

受取利息及び受取配当金 △239

支払利息 1

固定資産除却損 13

固定資産売却損益（△は益） 4

投資有価証券評価損益（△は益） 119

売上債権の増減額（△は増加） 460

たな卸資産の増減額（△は増加） △112

仕入債務の増減額（△は減少） △79

その他 38

小計 2,124

利息及び配当金の受取額 410

利息の支払額 △45

法人税等の支払額 △791

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,697

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 △599

有価証券の売却及び償還による収入 3,527

有形固定資産の取得による支出 △875

有形固定資産の売却による収入 1

無形固定資産の取得による支出 △11

投資有価証券の取得による支出 △1,935

投資有価証券の売却及び償還による収入 302

保険積立金の解約による収入 71

貸付けによる支出 △0

貸付金の回収による収入 3

投資活動によるキャッシュ・フロー 484

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 △373

配当金の支払額 △574

財務活動によるキャッシュ・フロー △947

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,208

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 5,105
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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３四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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間の営業利益

は、日本で55百万円減少しております。 
  

  

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 10,600 1,361 11,961 ― 11,961

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

996 ─ 996 (  996) ―

計 11,596 1,361 12,957 (  996) 11,961

  営業利益 899 45 945 (   4) 940

アジア 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 615 1,363 4 1,983

Ⅱ 連結売上高(百万円) 11,961

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.2 11.4 0.0 16.6
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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）（要約）四半期連結損益計算書 

 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

「参考資料」

科目

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

   至 平成19年12月31日）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 12,337

Ⅱ 売上原価 8,763

  売上総利益 3,573

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,116

  営業利益 1,456

Ⅳ 営業外収益 379

Ⅴ 営業外費用 74

  経常利益 1,762

Ⅵ 特別利益 3

Ⅶ 特別損失 15

  税金等調整前四半期純利益 1,750

  税金費用 695

  四半期純利益 1,055

区分

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

   至 平成19年12月31日）

金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,801

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 44

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 558

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：△） 1,281

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四半期末残高 4,269
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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

区分

前年同四半期累計期間

（平成20年３月期

  第３四半期累計）

第３四半期累計期間

（平成21年３月期

 第３四半期累計）

増減
当期予想

（平成21年３月期）

金額 売上比 金額 売上比 金額 率 金額 売上比

売上高 12,337 100.0 11,961 100.0 △375 △ 3.0 14,600 100.0

営業利益 1,456 11.8 940 7.9 △ 516 △ 35.5 450 3.1

経常利益 1,762 14.3 751 6.3
△ 

1,011
△ 57.4 300 2.1

当期(四半期)純利益 1,055 8.6 313 2.6 △ 741 △ 70.3 50 0.3

区分

前年同四半期累計期間

（平成20年３月期

  第３四半期累計）

第３四半期累計期間

（平成21年３月期

 第３四半期累計）

増減
当期予想

（平成21年３月期）

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 8,098 65.6 7,797 65.2 △301 △ 3.7 9,500 65.1

歯車 4,085 33.1 4,018 33.6 △ 67 △ 1.6 4,920 33.7

その他 153 1.3 146 1.2 △ 7 △ 4.9 180 1.2

合計 12,337 100.0 11,961 100.0 △ 375 △ 3.0 14,600 100.0

（内、海外 
 売上高）

減速機 1,237 15.3 1,460 18.7 223 18.1 1,640 17.3

歯車 577 14.1 523 13.0 △ 54 △ 9.4 580 11.8

合計 1,814 14.7 1,983 16.6 169 9.3 2,220 15.2

区分

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）

金額 金額 金額

設備投資額 2,040 3,103 1,340

減価償却費 1,603 1,987 1,870

株式会社　ニッセイ　（6271）　平成21年３月期　第３四半期決算短信

－　11　－




