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（百万円未満切捨て） 

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 33,383 18.9 2,558 208.9 2,363 136.5 793 50.7

22年３月期第１四半期 28,069 △23.7 828 △63.5 999 △59.9 526 △61.6

 

 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 6.67 6.67 

22年３月期第１四半期 4.43 － 

 

(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 125,172 44,026 34.4 361.73

22年３月期 127,215 44,799 34.3 366.64

（参考） 自己資本  23年３月期第１四半期 43,012百万円   22年３月期 43,596百万円 

 

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 － 0.00 － 6.00 6.00

23年３月期 －     

23年３月期(予想)  3.00 －  3.00 6.00

（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） 69,000 14.9 4,600 84.4 4,500 81.4 2,000 38.7 16.82

通期 139,000 8.5 8,800 33.9 8,600 35.3 4,400 △47.2 37.00

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 



 
 

 

 

４．その他（詳細は、【添付資料】Ｐ．４「２．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 

（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 125,057,344株 22年３月期 125,057,344株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 6,148,335株 22年３月期 6,146,986株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 118,909,500株 22年３月期１Ｑ 118,921,447株

 

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

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。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成22年５月10日に公表しました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 

２．本資料における業績見通しなどの将来に関する記述につきましては、現時点で入手可能な情報から得られたデータに基づく予測が

含まれています。実際の業績等につきましては、今後様々な要因により、予想数値と大きく異なる可能性があることをご承知おきく

ださい。業績予想の前提となる仮定及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、本日別途公表しました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 
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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 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国や新興国への輸出の増加と政府の景気対

策による内需回復を背景に企業収益にも改善傾向が見られ、緩やかな回復基調で推移しているもの

の、ギリシャ問題に端を発した欧州財政危機への懸念、デフレや円高基調の継続、資源・素材価格

の再騰といった様々な要因により、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しております。 

このような状況の中で、国内製造業の設備投資の抑制や建設需要の低迷により保温保冷工事部門

および建材部門の売上高が減少したものの、半導体製造装置関連の急速な需要の回復により、高機

能製品部門の売上高が大幅に増加し、さらに、自動車部品関連および一般産業用製品の需要の回復

により自動車部品部門および工業製品部門の売上高が増加しました。そのため、当社グループの売

上高は、全体としては前年同期比18.9％増の333億83百万円となりました。 

この結果、利益面では営業利益が25億58百万円、経常利益が23億63百万円と、前年同期比それぞ

れ208.9％、136.5％の増加となりました。また、四半期純利益については資産除去債務会計基準の

適用に伴い６億56百万円を特別損失に計上しましたが、営業利益、経常利益が増加したため、前年

同期比50.7％増の７億93百万円となりました。 

 

当第１四半期連結会計期間のセグメント別売上高の状況は以下のとおりです。 

 

工業製品については、国内の石油精製、石油化学、化学業界などの設備メンテナンス用のシール

材の需要は落ち込んでいるものの、一般産業用シール材、断熱材、ふっ素樹脂製品の需要が回復し

てきているため、売上高は前年同期に対し14.2％増の113億52百万円となりました。 

高機能製品については、半導体製造装置メーカーおよび関連機器メーカー、半導体メーカー向け

のふっ素樹脂製品、断熱製品の需要の急速な回復により、売上高が大幅に増加したため、セグメン

ト全体としては、前年同期に対し355.5％増の37億94百万円となりました。 

自動車部品については、国内外の自動車メーカーおよび部品メーカー向け製品の需要の回復によ

り、売上高が増加したため、セグメント全体としては、前年同期に対し52.3％増の64億26百万円と

なりました。 

建材については、建築着工面積は下げ止まりつつあるものの、建設需要は低い水準で推移してい

ること、フロア工事において当第１四半期連結会計期間中に完成する工事が少なかったことから、

売上高が減少し、セグメント全体では前年同期に対し18.1％減の43億72百万円となりました。 

保温保冷工事については、当第１四半期連結会計期間中に完成する工事案件が多かったため、建

設工事の売上高は前第１四半期連結会計期間より増加したものの、国内プラントの既存設備への保

全が引き続き抑制されている影響で、メンテナンス工事が全般的に低調であったため、セグメント

全体としては、前年同期に対し3.9％減の74億37百万円となりました。 

 

ニチアス株式会社 (5393)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

- 2 -



 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債および純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は未成工事支出金が９億37百万円、受取手形及び売

掛金が５億45百万円増加しましたが、完成工事未収入金が18億71百万円、投資有価証券が10億71百

万円、繰延税金資産（固定）が４億73百万円、現金及び預金が２億72百万円減少したこと等により、

前連結会計年度末と比較して20億43百万円減少の1,251億72百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、その他流動負債が19億94百万円、資産除去債務が

10億６百万円増加しましたが、短期および長期借入金が36億43百万円、賞与引当金が６億76百万円

減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して12億70百万円減少の811億45百万円となりま

した。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、その他有価証券評価差額金が８億19百万円減少

したこと等により、前連結会計年度末と比較して７億72百万円減少の440億26百万円となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会

計年度末と比較して２億96百万円減少し139億69百万円となりました。各キャッシュ・フローの状

況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動により得られた資金は42億64百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益

が18億35百万円、未払費用の増加16億18百万円、売上債権の減少13億79百万円、減価償却費10億６

百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額６億56百万円などにより資金が増加しましたが、

たな卸資産の増加９億55百万円、賞与引当金の減少６億77百万円などによる資金の減少があったこ

とによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動により支出した資金は４億27百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による

支出３億38百万円などによる資金の減少があったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動により支出した資金は42億19百万円となりました。これは、短期および長期借入金の純

減少額35億３百万円、配当金の支払額５億29百万円などによる資金の減少があったことによります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成22年５月10日に公表しまし

た平成23年３月期の第２四半期累計期間および通期の連結業績予想を修正しております。詳細は本

日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

第２四半期累計期間および通期の業績見通しにつきましては、第２四半期も半導体製造装置関連

製品の需要が引き続き高い水準で推移することから、高機能製品の売上高が前回発表予想を上回る

ことが見込まれ、また、一般産業用向け需要の回復により、工業製品の売上高が前回発表予想を上

回ることが見込まれます。これらにより売上高、利益面とも前回発表予想を上回ることが見込まれ

るため業績予想の修正を行うものです。なお、下期については前回予想を修正しておりません。 

当社グループにおきましては、引き続き今後成長が見込まれる分野へ重点的な投資を行うととも

に、経費削減、在庫の圧縮などの継続により資産効率の向上を図りグループ全体の業績向上に努め

てまいります。 
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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 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

① 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、経常利益はそれぞれ８百万円、税金等調整前四半期純利益が665百万円

減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は1,006百万円で

あります。 

② 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20

年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第24号 平成20年３月10日）を適用しております。この変更が損益に与える影響は軽微であり

ます。 

③ 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成

20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26

日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26

日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法

に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26

日）を適用しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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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：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 14,087 14,360

受取手形及び売掛金 28,824 28,279

完成工事未収入金 9,634 11,505

商品及び製品 5,980 6,071

仕掛品 975 1,003

原材料及び貯蔵品 3,580 3,397

未成工事支出金 5,654 4,717

繰延税金資産 2,239 2,117

未収還付法人税等 270 236

その他 1,988 1,855

貸倒引当金 △612 △574

流動資産合計 72,625 72,969

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 38,220 37,590

減価償却累計額及び減損損失累計額 △24,124 △23,634

建物及び構築物（純額） 14,095 13,955

機械装置及び運搬具 56,522 55,939

減価償却累計額及び減損損失累計額 △47,723 △46,805

機械装置及び運搬具（純額） 8,798 9,134

土地 10,975 10,965

リース資産 306 270

減価償却累計額 △147 △165

リース資産（純額） 158 105

建設仮勘定 288 143

その他 6,544 6,616

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,139 △6,190

その他（純額） 404 425

有形固定資産合計 34,721 34,730

無形固定資産   

のれん 94 131

その他 585 562

無形固定資産合計 679 694

投資その他の資産   

投資有価証券 7,065 8,137

長期貸付金 157 166

繰延税金資産 6,501 6,975

差入保証金 429 514

その他 3,708 3,720

貸倒引当金 △716 △692

投資その他の資産合計 17,146 18,821

固定資産合計 52,546 54,246

資産合計 125,172 127,215
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,986 22,278

短期借入金 20,905 24,104

未払法人税等 398 834

未成工事受入金 1,238 1,492

賞与引当金 934 1,611

完成工事補償引当金 61 61

その他 7,422 5,427

流動負債合計 53,947 55,810

固定負債   

社債 3,000 3,000

長期借入金 13,457 13,901

繰延税金負債 253 127

退職給付引当金 2,113 2,080

役員退職慰労引当金 96 113

建材製品補償損失引当金 3,560 3,731

資産除去債務 1,006 －

その他 3,710 3,651

固定負債合計 27,198 26,605

負債合計 81,145 82,416

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,283 9,283

資本剰余金 9,841 9,841

利益剰余金 26,527 26,448

自己株式 △1,955 △1,955

株主資本合計 43,697 43,618

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 336 1,155

為替換算調整勘定 △1,021 △1,177

評価・換算差額等合計 △684 △21

新株予約権 122 122

少数株主持分 891 1,080

純資産合計 44,026 44,799

負債純資産合計 125,172 127,215
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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   

商品及び製品売上高 17,865 24,270

完成工事高 10,204 9,113

売上高合計 28,069 33,383

売上原価   

商品及び製品売上原価 14,238 18,171

完成工事原価 8,213 7,833

売上原価合計 22,452 26,005

売上総利益 5,617 7,378

販売費及び一般管理費   

販売費 1,460 1,460

一般管理費 3,328 3,358

販売費及び一般管理費合計 4,789 4,819

営業利益 828 2,558

営業外収益   

受取利息 4 7

受取配当金 119 91

為替差益 50 －

持分法による投資利益 1 13

その他 235 151

営業外収益合計 410 263

営業外費用   

支払利息 159 133

為替差損 － 184

その他 80 141

営業外費用合計 240 459

経常利益 999 2,363

特別利益   

固定資産売却益 1 3

負ののれん発生益 － 143

特別利益合計 1 146

特別損失   

固定資産除売却損 10 17

投資有価証券評価損 10 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 656

特別損失合計 21 674

税金等調整前四半期純利益 979 1,835

法人税、住民税及び事業税 416 284

法人税等調整額 11 726

法人税等合計 428 1,010

少数株主損益調整前四半期純利益 － 824

少数株主利益 24 31

四半期純利益 526 793
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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 979 1,835

減価償却費 951 1,006

負ののれん発生益 － △143

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 656

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 58

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33 33

賞与引当金の増減額（△は減少） △730 △677

建材製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △513 △171

受取利息及び受取配当金 △123 △98

支払利息 159 133

為替差損益（△は益） △37 △40

売上債権の増減額（△は増加） 5,483 1,379

たな卸資産の増減額（△は増加） △420 △955

仕入債務の増減額（△は減少） △3,682 547

未払金の増減額（△は減少） △200 △2

未払費用の増減額（△は減少） 1,640 1,618

未成工事受入金の増減額（△は減少） 566 △253

差入保証金の増減額（△は増加） 245 75

その他 215 △47

小計 4,500 4,955

利息及び配当金の受取額 123 98

利息の支払額 △140 △85

法人税等の支払額 △698 △704

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,785 4,264

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 △608 △338

有形固定資産の売却による収入 46 10

子会社株式の取得による支出 － △66

貸付けによる支出 △27 △29

貸付金の回収による収入 14 20

その他 16 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △559 △427

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） △4,807 △3,503

長期借入金の返済による支出 △34 △147

配当金の支払額 △1 △529

少数株主への配当金の支払額 △50 △21

その他 △20 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,914 △4,219

現金及び現金同等物に係る換算差額 76 85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,612 △296

現金及び現金同等物の期首残高 14,043 14,266

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 34 －

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

30 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,496 13,969
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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) セグメント情報等 

【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） 
                 （単位：百万円） 

 
工業製品
事業 

建材製品
事業 

保温保冷
工事事業

建材工事
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 14,991 2,873 7,740 2,464 28,069 － 28,069

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

81 816 － － 897 △897 －

計 15,072 3,689 7,740 2,464 28,967 △897 28,069

営業利益 688 65 812 300 1,866 △1,037 828

 

【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） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、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】 

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。 
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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

役会等の意思決定機関が、経営資源の配分の決定およ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、市場別の事業本部制を敷いており、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて

国内および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業本部を基礎としたセグメントから構成されており、「工業製品」

「高機能製品」「自動車部品」「建材」および「保温保冷工事」の５つを報告セグメントとして

おります。 

 

なお、報告セグメントごとの主な事業内容は下記のとおりであります。 

報告セグメント 

の名称 
主な事業内容 

工業製品 

電力、ガス、石油・石化、化学、鉄鋼、造船などの基幹産業分野のプラ

ント設備用のシール材（ガスケット、パッキン）、無機繊維製断熱材、

ふっ素樹脂製の各種成形素材・加工品・耐食ライニング材およびハニカ

ムフィルターの製造・販売 

高機能製品 
半導体・液晶製造装置用のふっ素樹脂製部品、無機繊維製断熱製品、ハ

ニカムフィルターおよびシール材の製造・販売 

自動車部品 
エンジンおよびエンジン周辺機器用のシール材や防音、防熱、制振用機

能材などの自動車部品の製造・販売 

建材 

けい酸カルシウムを主材とした不燃内装材、化粧板、ロックウールを基

材とする住宅用断熱材など各種不燃建材、断熱材の製造・販売およびオ

フィスビルなどの不燃建材による耐火被覆工事や各種フロア材によるＯ

Ａフロア工事の設計と施工 

保温保冷工事 
電力、石油・石化産業などの各種プラントの保温工事、保冷工事、耐火

工事、防音工事、防災工事の設計と施工およびメンテナンス 
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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） 

報告セグメント 

 
工業製品 

高機能
製品 

自動車
部品 

建材 
保温保冷
工事 

計 
調整額 

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注１)

売上高    

外部顧客への売上高 11,352 3,794 6,426 4,372 7,437 33,383 － 33,383

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

128 － － － － 128 △128 －

計 11,481 3,794 6,426 4,372 7,437 33,512 △128 33,383

セグメント利益又は 
損失（△） 

1,446 395 326 △13 403 2,558 － 2,558

（注）１．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

２．報告セグメントの変更および営業費用の配分方法の変更 

従来開示しておりました「工業製品」セグメントは、当第１四半期連結累計期間より「工

業製品」、「高機能製品」および「自動車部品」の３つの報告セグメントに分割して表示し

ております。また、従来開示しておりました「建材製品」および「建材工事」セグメントは、

当第１四半期連結累計期間より「建材」に統合し表示しております。 

また、従来配賦不能営業費用として全社費用に含めていた提出会社本社の管理部門に係る

費用を、当第１四半期連結累計期間より各報告セグメントに配分する方法に変更いたしまし

た。 

なお、前第１四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報を、当第１四半期連結累

計期間から採用する変更後の報告セグメントおよび営業費用の配分方法により表示すると、

以下のとおりとなります。 

 

（参考）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） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
工業製品 

高機能
製品 

自動車
部品 

建材 
保温保冷
工事 

計 
調整額 

四半期
連結損益
計算書
計上額

売上高    

外部顧客への売上高 9,938 833 4,220 5,337 7,740 28,069 － 28,069

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

81 － － － － 81 △81 －

計 10,019 833 4,220 5,337 7,740 28,150 △81 28,069

セグメント利益又は 
損失（△） 

785 △442 △326 179 632 828 － 828
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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 

（重要な負ののれん発生益） 

「工業製品」および「建材」セグメントにおいて、連結子会社である日本ロックウール㈱の株

式を追加取得したことにより負ののれん発生益が生じております。 

なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当弟１四半期連結累計会計期間において

は「工業製品」60百万円、「建材」83百万円であります。 

 

（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．補足説明資料 平成22年8月2日

平成23年3月期 第1四半期決算発表 補足資料 ニチアス株式会社

（1）連結主要数値の推移 (百万円）

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期
平成23年3月期

（予想）

売上高 139,544 164,703 169,649 149,211 128,070 139,000

営業利益 10,138 14,473 14,794 6,793 6,573 8,800

営業利益率（％） 7.3% 8.8% 8.7% 4.6% 5.1% 6.3%

経常利益 10,280 14,177 14,080 6,079 6,355 8,600

経常利益率（％） 7.4% 8.6% 8.3% 4.1% 5.0% 6.2%

5,411 7,625 △ 11,856 428 8,335 4,400

当期純利益(損失)率（％） 3.9% 4.6% △ 7.0% 0.3% 6.5% 3.2%

１株当たり当期純利益

又は１株当たり 45.35 64.16 △ 99.62 3.60 70.10 37.00

当期純損失（△）（円）

設備投資額 5,227 5,119 6,820 5,375 1,797 3,300

減価償却費 3,887 4,269 4,623 4,889 4,293 4,200

研究開発費 5,049 5,096 5,346 5,299 4,871 5,000

（2）四半期連結業績推移 (百万円）

平成22年3月期 平成23年3月期

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期
第2四半期

（予想）

売上高 28,069 31,993 31,154 36,852 33,383 35,617

営業利益 828 1,648 2,016 2,063 2,558 2,042

営業利益率（％） 3.0% 5.2% 6.5% 5.6% 7.7% 5.7%

経常利益 999 1,480 1,976 1,899 2,363 2,137

経常利益率（％） 3.6% 4.6% 6.3% 5.2% 7.1% 6.0%

四半期純利益 526 915 1,350 5,543 793 1,207

四半期純利益率（％） 1.9% 2.9% 4.3% 15.0% 2.4% 3.4%

※本資料に掲載されている現在の計画、見通しなどのうち歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、

    これらは現在入手可能な情報から得られたデータを会社の判断に基づいて示しております。

    従って、実際の業績は様々な要因により、これら業績の見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。

当期純利益
又は当期純損失（△）
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