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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22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 ％

23年３月期第１四半期 8,957 21.9 191 ─ 190 ─ 103 ─
22年３月期第１四半期 7,348 △28.2 △54 ─ △53 ─ △68 ─

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

23年３月期第１四半期 4 65 ─
22年３月期第１四半期 △3 06 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 19,969 6,316 31.6 283 80
22年３月期 20,125 6,318 31.4 283 87

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 6,316百万円 22年３月期 6,318百万円

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

22年３月期 ─ 3 00 ─ 3 00 6 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 3 00 ─ 3 00 6 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 17,000 9.7 210 ─ 195 ─ 75 49.5 3 27
通期 37,200 9.5 1,010 108.9 980 108.4 540 21.4 24 26
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（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

 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、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「(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】3ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 － 社 ( －          )、除外 － 社 ( －          )

 （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

 （注）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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期１Ｑ 22,800,000株 22年３月期 22,800,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 544,069株 22年３月期 542,899株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 22,256,666株 22年３月期１Ｑ 22,259,397株

※ 四半期レビュー手続の実施状況の表示

※ 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１四半期累計期間における国内経済は、アジア向け輸出の増加や政府の経済対策により緩やかな回
復基調を持続するものの、雇用情勢や個人消費等の回復が鈍く、またギリシャの財政危機に端を発した金
融不安による株安・円高傾向の強まりが企業収益へ影響を及ぼすことが懸念されるなど、依然として厳し
い経営環境が続いています。 
当社グループが主力をおきます自動車業界においても減税並びに補助金支給などの政府による販売支援

策の効果や輸出の回復に支えられて堅調に推移しましたが、政策効果の剥落による減速懸念が払拭でき
ず、先行きの不透明な状況が続いております。 
このようななか、オートパーツ事業では新車の販売が堅調であったことと、国内経済の回復により貨物

輸送の需要が増加したことから特に大型車の新車架装部品や交換部品の販売が好調に推移しました。プレ
シジョンパーツ事業では自動車の輸出台数が増加し、特にハイブリッド車向け部品を中心に好調に推移し
ました。またIT事業においては、企業の設備・情報投資が回復局面に入ったことにより増収とはなりまし
たが赤字脱却には至りませんでした。 
その結果、当第１四半期累計期間の連結売上高は8,957百万円（前年同期比21.9％増）、営業利益191百

万円（前年同期営業損失54百万円）、経常利益190百万円（前年同期経常損失53百万円）、四半期純利益
103百万円（前年同期四半期純損失68百万円）となりました。 
  
  
セグメント別の営業概況は、次のとおりであります。 
  
  

自社ブランドであるグリーン商品や補修用ばねをはじめとする大型車部品の売上が増加し、連結売上高
は3,377百万円（前年同期比8.1％増）、営業利益は65百万円となりました。 
  

精密ばね、ファスナー類、インジェクタ部品をはじめとした精密加工部品の売上が増加し、連結売上高
は5,026百万円（前年同期比31.2％増）、営業利益は132百万円となりました。 
  

加工品や情報関連の売上が増加しましたが、事業の黒字化には及ばす、連結売上高は552百万円（前年
同期比41.0％増）、営業損失は６百万円となりました。 
  

  
  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は19,969百万円となり、前連結会計年度末に比べ156百万円減少
いたしました。 
流動資産は、13,862百万円となり、58百万円増加いたしました。これは、主として現金及び預金が202

百万円増加したことなどによります。 
固定資産は、6,106百万円となり、215百万円減少いたしました。これは、主として繰延税金資産が96百

万円減少したことなどによります。 
当第１四半期連結会計期間末の負債合計は13,652百万円となり、前連結会計年度末に比べ154百万円減

少いたしました。 
流動負債は、13,183百万円となり、219百万円減少いたしました。これは、主として支払手形及び買掛

金が341百万円増加した一方で、未払法人税等が266百万円、短期借入金が170百万円減少したことなどに
よります。 
固定負債は、469百万円となり、65百万円増加いたしました。これは、主として退職給付引当金が40百

万円増加したことなどによります。 
当第１四半期連結会計期間末の純資産は6,316百万円となり、前連結会計年度末に比べ１百万円減少い

たしました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が41百万円減少したことなどによります。 
  
  

1. 当四半期の連結業績等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

［オートパーツ事業］

［プレシジョンパーツ事業］

［ＩＴ事業］

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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当第１四半期連結会計期間末の現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前第１四半期連結
会計期間末と比べ39百万円減少し、1,217百万円となりました。 

営業活動による資金の増加は、491百万円となり、前年同四半期と比べ891百万円増加いたしました。こ
れは、主として仕入債務の増減額が829百万円増加したことなどによります。 

投資活動による資金の減少は、23百万円となり前年同四半期と比べ28百万円減少いたしました。これ
は、主として有形固定資産の取得による支出が21百万円増加したことなどによります。 

財務活動による資金の減少は、267百万円となり前年同四半期と比べ563百万円減少いたしました。これ
は、主として短期借入金の純増減額が541百万円減少したことなどによります。 
  
  
  

業績予想は現時点入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数
値と異なる可能性があります。なお、業績予想につきましては平成22年５月14日公表時から変更しており
ません。 
  
  

  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。これにより営業利益、経常利益がそれぞれ０百万円減少し、税金

等調整前四半期純利益が23百万円減少しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（キャッシュ・フローについて）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,217,812 1,015,612

受取手形及び売掛金 8,136,565 8,376,345

商品及び製品 2,586,096 2,539,613

その他のたな卸資産 29,261 22,677

未収入金 1,656,908 1,526,941

繰延税金資産 107,173 197,216

その他 142,352 139,079

貸倒引当金 △13,803 △13,801

流動資産合計 13,862,365 13,803,683

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,475,693 1,480,029

土地 3,054,149 3,054,149

その他（純額） 398,465 433,044

有形固定資産合計 4,928,307 4,967,223

無形固定資産 28,857 30,162

投資その他の資産   

投資有価証券 673,075 740,571

長期貸付金 164,644 172,556

繰延税金資産 18,883 115,625

その他 324,715 327,266

貸倒引当金 △31,771 △31,622

投資その他の資産合計 1,149,547 1,324,396

固定資産合計 6,106,712 6,321,782

資産合計 19,969,077 20,125,466

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,922,398 8,581,072

短期借入金 3,460,162 3,630,423

リース債務 92,703 105,160

未払法人税等 4,062 270,168

役員賞与引当金 8,497 23,891

その他 695,660 792,489

流動負債合計 13,183,484 13,403,204

固定負債   

リース債務 71,902 91,720

退職給付引当金 107,734 67,454

役員退職慰労引当金 244,758 226,272

資産除去債務 27,123 －

負ののれん 17,776 18,764

固定負債合計 469,295 404,211

負債合計 13,652,780 13,807,415
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,040,345 2,040,345

資本剰余金 1,251,391 1,251,391

利益剰余金 3,141,095 3,104,411

自己株式 △151,178 △150,910

株主資本合計 6,281,654 6,245,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 93,266 134,791

為替換算調整勘定 △58,623 △61,979

評価・換算差額等合計 34,642 72,812

純資産合計 6,316,297 6,318,051

負債純資産合計 19,969,077 20,125,466
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(2) 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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 7,348,383 8,957,008

売上原価 5,927,854 7,276,802

売上総利益 1,420,528 1,680,206

販売費及び一般管理費 1,474,741 1,489,118

営業利益又は営業損失（△） △54,213 191,088

営業外収益   

受取利息 1,223 993

受取配当金 3,449 9,314

仕入割引 7,018 9,709

その他 10,675 6,133

営業外収益合計 22,367 26,150

営業外費用   

支払利息 8,753 7,323

手形売却損 5,145 5,292

売掛債権売却損 2,690 2,075

売上割引 3,850 3,998

為替差損 － 557

その他 1,312 7,950

営業外費用合計 21,752 27,197

経常利益又は経常損失（△） △53,598 190,041

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,400 －

特別利益合計 1,400 －

特別損失   

会員権評価損 － 1,050

投資有価証券評価損 － 6,295

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,247

特別損失合計 － 30,592

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△52,197 159,448

法人税、住民税及び事業税 23,606 △155,858

法人税等調整額 △3,157 211,851

法人税等合計 20,449 55,992

少数株主損益調整前四半期純利益 － 103,455

少数株主損失（△） △4,496 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △68,150 103,455
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△52,197 159,448

持分法による投資損益（△は益） △127 △344

減価償却費 63,682 77,992

負ののれん償却額 － △987

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,568 150

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26,184 △15,393

退職給付引当金の増減額（△は減少） 177 40,280

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,450 18,486

受取利息及び受取配当金 △4,673 △10,308

支払利息 8,753 7,323

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,295

会員権評価損 － 1,050

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,247

売上債権の増減額（△は増加） 128,879 239,779

たな卸資産の増減額（△は増加） 95,146 △53,067

仕入債務の増減額（△は減少） △481,969 347,326

未払消費税等の増減額（△は減少） 41,596 △37,132

未収入金の増減額（△は増加） △38,012 △26,973

その他の資産の増減額（△は増加） △9,070 △7,355

その他の負債の増減額（△は減少） △84,942 △85,275

小計 △356,059 684,542

利息及び配当金の受取額 4,088 9,749

利息の支払額 △8,747 △7,331

法人税等の支払額 △39,320 △195,238

営業活動によるキャッシュ・フロー △400,039 491,722

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △4,536 △26,337

有形固定資産の売却による収入 7,668 －

投資有価証券の取得による支出 △3,531 △3,216

貸付金の回収による収入 5,411 6,435

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,012 △23,117

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 371,602 △170,261

自己株式の取得による支出 △348 △268

リース債務の返済による支出 △8,614 △30,599

配当金の支払額 △66,781 △66,771

財務活動によるキャッシュ・フロー 295,857 △267,900

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,220 1,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △89,949 202,200

現金及び現金同等物の期首残高 1,346,997 1,015,612

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,257,048 1,217,812

ニッパン（7563）平成23年３月期　第１四半期決算短信

‐ 7 ‐



当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

 
(注)１ 事業区分は、商品の種類及び販売経路の共通性を考慮しております。  

  ２ 事業区分の主要商品  

 
  

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

オートパーツ 
事業 
(千円)

プレシジョン
パーツ事業 
(千円)

ＩＴ事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,123,991 3,832,290 392,101 7,348,383   ― 7,348,383

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ―  （―） ―

計 3,123,991 3,832,290 392,101 7,348,383  （―） 7,348,383

営業損失（△） △7,994 △34,952 △11,266 △54,213   ― △54,213

事業区分 主要商品

オートパーツ事業

補機用ベルト、タイミングベルト、テンショナーベアリング、エレメント、ワイパー

ブレード、等速ジョイント、オイルシール、ウォーターポンプ、樹脂ブーツ、燃料タ

ンク、ホイール、マフラー、ブレーキパーツ、ライト・ランプ、建機部品、電装商

品、ケミカル類、タイヤチェーン、補修用ばね、モータースポーツ用サスペンション

プレシジョンパーツ

事業

インジェクター用部品、精密プレス品、コントロールケーブル、切削品、冷間鍛造

品、精密ばね、メカニカルパーツ、ロックヒンジ、ワンタッチバンド、ねじ、ナッ

ト、クランプ、金属資材

IT事業

光ファイバーアッセンブリー用部品、光通信デバイス用精密加工品、プラスチック光

ファイバー端面加工器、コンピュータ周辺機器、セキュリティ商品・サービス、画像

関連機器、ネットワーク関連機器・ソフトウェア、機械装置、測定機器、環境処理装

置

【所在地別セグメント情報】

 前第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年６月30日)

【海外売上高】

 前第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

  

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

 当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。

 当社グループは、自動車用部品用品及び産業用機器・部品等の製造販売を主な事業内容としており、

自動車用部品用品及び自動車用ばねの販売はオートパーツ事業が、産業用機器・部品等の販売はプレシ

ジョンパーツ事業が、情報関連、加工関連、機材設備関連の販売はＩＴ事業が、それぞれ行なっており

ます。

 従って、当社グループの構成単位は、販売体制を基礎とした事業別のセグメントから構成されてお

り、「オートパーツ事業」、「プレシジョンパーツ事業」、「ＩＴ事業」の３つを報告セグメントとし

ております。

２．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

報告セグメント

調整額 
(千円）

四半期連結損益
計算書計上額 

(千円） 
（注）

オートパーツ
事業 

(千円）

プレシジョン
パーツ事業 
(千円）

ＩＴ事業
(千円）

計
(千円）

売上高

 外部顧客への売上高 3,377,459 5,026,668 552,880 8,957,008 ― 8,957,008

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,377,459 5,026,668 552,880 8,957,008 ― 8,957,008

セグメント利益 
 又は損失（△）

65,554 132,398 △6,865 191,088 ― 191,088

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（追加情報）

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。

(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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