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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    3,433（  57.1）       404（  ―  ）       443（  ―  ）       273（  ―  ）

22年 3月期第 1四半期    2,186（△47.2）     △284（  ―  ）     △117（  ―  ）      △56（  ―  ）

 

 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      9       86      － 

22年 3月期第 1四半期    △2       05      － 

     （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 44,265 41,225 93.1 1,486    41 

22 年 3 月期 45,272 41,671 92.0 1,502    48 

  （参考）自己資本  23 年 3 月期第 1 四半期 41,225 百万円  22 年 3 月期   41,671 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 －  5  00 －  5  00 10  00 

23 年 3 月期 －     

23 年 3 月期（予想）   5  00 －  5  00 10  00 

  （注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無  

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）  6,840   47.8 690   － 770   － 460    －   16  59 

通期 13,300   28.1 1,210   － 1,410   － 850 549.7   30  65 

  （注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無  

 

 

（公）財務会計基準機構会員



 
４.その他（詳細は、【添付資料】P.3「その他」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 

（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 ： 有 

（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 

（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） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23 年 3 月期 1Q 29,194,673株 22 年 3 月期 29,194,673 株

② 期末自己株式数 23 年 3 月期 1Q  1,459,713株 22 年 3 月期  1,459,713 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23 年 3 月期 1Q 27,734,960株 22 年 3月期 1Q 27,742,324 株

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する説明 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続が実施中でありま

す。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、本資料の発表時現在において入手可能な情

報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 



 
 

【添付資料】 

添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報･･････････････････････････････････････････････････････P.2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報････････････････････････････････････････････････････P.2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報････････････････････････････････････････････････････P.2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報････････････････････････････････････････････････････P.3 

２．その他の情報････････････････････････････････････････････････････････････････････････P.3 

（１）重要な子会社の異動の概要･･････････････････････････････････････････････････････････P.3 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要････････････････････････････････････････････P.3 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要･･････････････････････････････････････P.3 

３．連結財務諸表等･･････････････････････････････････････････････････････････････････････P.4 

（１）四半期連結貸借対照表･･････････････････････････････････････････････････････････････P.4 

（２）四半期連結損益計算書･･････････････････････････････････････････････････････････････P.6 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書････････････････････････････････････････････････P.7 

（４）継続企業の前提に関する注記････････････････････････････････････････････････････････P.8 

（５）セグメント情報････････････････････････････････････････････････････････････････････P.8 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記･･････････････････････････････････････P.9 

４．補足情報･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････P.10 

（１）経営成績･････････････････････････････････････････････････････････････････････････P.10 

（２）製品別売上高及び海外売上高･･･････････････････････････････････････････････････････P.10 

（３）設備投資及び減価償却費･･･････････････････････････････････････････････････････････P.10 

株式会社　ニッセイ（6293）　平成23年３月期　第１四半期決算短信

－　1　－



 
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 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な輸出と政府の経済対策の効果により企業

業績は回復基調で推移しました。しかしながら欧州の財政危機、円高等、経済環境の不透明感が加速

しており、わが国経済の回復の本格化にはまだ時間を要するものと思われます。 
当社グループを取り巻く業界におきましては、外需を中心に設備投資需要の回復傾向が続き、堅調

に推移いたしました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、3,433 百万円（前年同四半期比 57.1％増）

となりました。 

利益面におきましては、売上高の回復に伴う粗利益の増加等により、営業利益 404 百万円（前年同

四半期は営業損失 284 百万円）となりました。また、経常利益は円高による為替差損の発生及びデリ

バティブ評価損の発生等により 443 百万円（前年同四半期は経常損失 117 百万円）となり、四半期純

利益は 273 百万円（前年同四半期は四半期純損失 56 百万円）となりました。 

 

各セグメントの業績は次のとおりであります。 

①減速機 

国内売上は前年第１四半期を底に、外需を中心にした回復基調により前年同四半期比 40.6％増、

海外売上は海外経済の回復を反映し、米国、中国、韓国向けが増加し前年同四半期比 99.1％増とな

り、減速機合計としては 2,363 百万円（同 51.0％増）となりました。 

②歯車 

国内売上は設備投資動向の回復等に伴う全業種の受注増により前年同四半期比 87.0％増、海外売

上は北米市場向け電動工具用歯車の減少により前年同四半期比 11.0％減となり、歯車合計としては、

1,032 百万円（同 77.2％増）となりました。 

③不動産賃貸 

愛知県名古屋市内に賃貸マンション２棟を運営しており、売上高は 37 百万円（同 1.7％減）とな

りました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ 5.7％減少し、13,977 百万円となりました。これは、主

として売上増加による受取手形及び売掛金の増加 403 百万円があったものの、有価証券が 1,207 百

万円減少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 0.5％減少し、30,288 百万円となりました。これは、主

として減価償却による有形固定資産の減少 216 百万円などによります。 

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ 2.2％減少し、44,265 百万円となりました。 

②負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ 6.0％減少し、1,776 百万円となりました。これは、主と

して流動負債のその他に含まれている未払費用が 406 百万円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 26.1％減少し、1,263 百万円となりました。これは、主

として退職給付引当金が 242 百万円、投資有価証券の時価評価等による繰延税金負債が 203 百万

円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ 15.6％減少し、3,040 百万円となりました。 

③純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 1.1％減少し、41,225 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 582 百万円減少したことなどによります。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成 22 年７月 26 日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」と

変更はありません。 
 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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１四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。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に対する影響はありません。 
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３．連結財務諸表等 
 （１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 311 308

受取手形及び売掛金 3,345 2,942

有価証券 7,965 9,173

製品 238 276

仕掛品 1,413 1,460

原材料及び貯蔵品 304 288

未収還付法人税等 42 32

その他 358 342

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 13,977 14,821

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,212 4,271

機械装置及び運搬具（純額） 3,793 3,945

その他（純額） 2,592 2,597

有形固定資産合計 10,598 10,814

無形固定資産 38 41

投資その他の資産   

投資有価証券 16,947 16,884

その他 2,719 2,725

貸倒引当金 △16 △15

投資その他の資産合計 19,651 19,594

固定資産合計 30,288 30,451

資産合計 44,265 45,272

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 903 752

未払法人税等 9 10

賞与引当金 220 －

その他 642 1,126

流動負債合計 1,776 1,890

固定負債   

退職給付引当金 503 746

役員退職慰労引当金 92 91

繰延税金負債 657 860

その他 10 11

固定負債合計 1,263 1,710

負債合計 3,040 3,601
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（単位：百万円）

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 3,475 3,475

資本剰余金 2,575 2,575

利益剰余金 35,210 35,075

自己株式 △1,283 △1,283

株主資本合計 39,978 39,843

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,301 1,883

為替換算調整勘定 △53 △56

評価・換算差額等合計 1,247 1,827

純資産合計 41,225 41,671

負債純資産合計 44,265 45,272
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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：百万円）

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 2,186 3,433

売上原価 1,891 2,414

売上総利益 294 1,019

販売費及び一般管理費   

従業員給料 148 160

賞与及び賞与引当金繰入額 47 52

その他 383 401

販売費及び一般管理費合計 579 614

営業利益又は営業損失（△） △284 404

営業外収益   

受取利息 41 45

受取配当金 42 35

物品売却益 6 21

助成金収入 68 －

その他 35 4

営業外収益合計 194 106

営業外費用   

支払利息 0 0

売上割引 10 14

為替差損 8 20

デリバティブ評価損 － 27

デリバティブ費用 8 3

その他 0 1

営業外費用合計 27 67

経常利益又は経常損失（△） △117 443

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

その他 0 1

特別損失合計 0 1

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（△）

△116 441

法人税、住民税及び事業税 1 4

法人税等調整額 △61 162

法人税等合計 △60 167

少数株主損益調整前四半期純利益 － 273

四半期純利益又は四半期純損失（△） △56 273
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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）

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（△）

△116 441

減価償却費 380 322

退職給付引当金の増減額（△は減少） △308 △242

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 1

受取利息及び受取配当金 △83 △81

助成金収入 △68 －

支払利息 0 0

固定資産除却損 0 1

売上債権の増減額（△は増加） 760 △400

たな卸資産の増減額（△は増加） △54 68

仕入債務の増減額（△は減少） △83 146

その他の流動負債の増減額（△は減少） △309 △306

その他 △122 38

小計 △8 △10

利息及び配当金の受取額 85 83

利息の支払額 △0 △0

助成金の受取額 81 －

法人税等の支払額 6 △13

法人税等の還付額 3 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 168 58

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 △399 －

有価証券の売却及び償還による収入 800 2,200

有形固定資産の取得による支出 △148 △95

無形固定資産の取得による支出 △5 △0

投資有価証券の取得による支出 △207 △1,030

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 0

貸付けによる支出 － △0

貸付金の回収による収入 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 39 1,072

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △0

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 △12 －

配当金の支払額 △138 △138

財務活動によるキャッシュ・フロー △150 △139

現金及び現金同等物に係る換算差額 19 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 76 995

現金及び現金同等物の期首残高 5,962 3,215

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,039 4,210
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 
（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）    

 動力伝導

装置事業

（百万円）

不動産 

賃貸事業

（百万円）

その他の

事業 

（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 
2,146 38 1 2,186 ― 2,186

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― 1 ― 1 (    1) ―

計 2,146 40 1 2,187 (    1) 2,186

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
△307 25 △1 △283 (    1) △284

     （注）1 事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2 各事業の主な内容 

事業区分 主な内容 

動力伝導装置事業 減速機、歯車等の販売 

不動産賃貸事業 不動産賃貸 

 

【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）    

 
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 1,989 197 2,186 ― 2,186

 (2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
172 ― 172 (  172) ―

計 2,161 197 2,358 (  172) 2,186

  営業利益又は営業損失（△） △280 1 △278 (    5) △284

 

【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）    

 アジア 北米 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）     139     197       0       337 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     2,186 

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
6.4   9.0  0.0    15.4  

     （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。 
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 
当社の報告セグメントは、当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、取締役会およ

び執行役会が、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。 
当社は、主に動力伝導装置等の生産・販売と不動産賃貸事業を展開しております。動力伝導装置等の生

産・販売につきましては、製品別の戦略を立案し、事業活動を展開しております。 
したがって、当社は製品・サービス別のセグメントから構成されており、製品別のセグメントである「減

速機」、「歯車」及び「不動産賃貸」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又は損失の金額に関する情報 
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) 

（単位：百万円） 

 減速機 歯車 不動産賃貸 合計 

売上高     

 外部顧客への売上高 2,363 1,032 37 3,433

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
0 ― 1 1

計 2,363 1,032 39 3,435

セグメント利益 306 58 26 391

 

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 
（単位：百万円） 

利益 金額 

報告セグメント計 391 

セグメント間取引消去 △1 

全社費用(注) △1 

売上割引料 14 

四半期連結損益計算書の営業利益 404 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 
（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 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

（１）経営成績 

                                                                     （百万円未満切捨、％） 

前第１四半期累計期間 

（平成 22 年３月期 

 第１四半期累計） 

当第１四半期累計期間 

（平成 23 年３月期 

 第１四半期累計） 
増減 

当期予想 

（平成 23 年３月期） 区分 

金 額 売上比 金 額 売上比 金 額 増減率 金 額 売上比 

売上高 2,186 100.0 3,433 100.0 1,247 57.1 13,300 100.0

営業利益 △284 △13.0 404 11.8 688 － 1,210 9.1

経常利益 △117 △5.4 443 12.9 560 － 1,410 10.6

当期（四半期）純利益 △56 △2.6 273 8.0 330 － 850 6.4

 

（２）製品別売上高及び海外売上高 

                                                                     （百万円未満切捨、％） 

前第１四半期累計期間 

（平成 22 年３月期 

 第１四半期累計） 

当第１四半期累計期間 

（平成 23 年３月期 

 第１四半期累計） 
増減 

当期予想 

（平成 23 年３月期） 区分 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

減速機 1,565 71.5 2,363 68.8 798 51.0 9,260 69.6

歯車 582 26.7 1,032 30.1 449 77.2 3,890 29.2

賃貸 38 1.8 37 1.1 △0 △1.7 150 1.1

製品別 

売上高 
合計 2,186 100.0 3,433 100.0 1,247 57.1 13,300 100.0

減速機 279 17.8 555 23.5 276 99.1 2,220 24.0

歯車 58 10.0 51 5.0 △6 △11.0 180 4.6
（内、 

海外 

売上高） 合計 337 15.4 607 17.7 270 80.1 2,400 18.0

（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） 

前々期 

（平成 21 年３月期） 

前期 

（平成 22 年３月期） 

当期予想 

（平成 23 年３月期） 区分 
金額 金額 金額 

設備投資額 878 280 1,050

減価償却費 1,801 1,553 1,480
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