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

23年3月期第3四半期 28,095 13.7 785 236.2 794 246.0 459 189.3
22年3月期第3四半期 24,718 △20.0 233 △58.9 229 △59.7 158 △29.6

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3四半期 20.66 ―

22年3月期第3四半期 7.14 ―

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3四半期 20,740 6,657 32.1 299.13
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3四半期  6,657百万円 22年3月期  6,318百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 3.00 ―

23年3月期 
（予想）

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 37,200 9.5 1,010 108.9 980 108.4 540 21.4 24.26
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(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  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 

（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） 

※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、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。 

※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、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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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3Q 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3Q  545,072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3Q 22,256,076株 22年3月期3Q 22,258,687株
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当第３四半期累計期間における国内経済は、緩やかな回復基調を維持するものの、雇用環境は厳しく、
先行きの不透明感は払拭されないまま推移しました。 
当社グループが主力におきます自動車業界においても、中国をはじめとした新興国の景気拡大に支えら

れて国内生産台数は前年同期と比較して好調であったものの、秋以降エコカー補助金の終了により国内新
車販売台数は落ち込みを見せております。 
このようななか、オートパーツ事業では、貨物輸送の需要増により大型車を中心とした新車架装部品や

交換部品の販売が順調で増収となりました。プレシジョンパーツ事業では自動車生産台数の増加により特
に電装関連部品を中心に好調に推移しました。またIT事業や産業システム事業においては、企業の設備・
情報投資の回復傾向が続き増収となりました。 
その結果、当第３四半期累計期間の連結売上高は28,095百万円（前年同期比13.7％増）、営業利益785

百万円（前年同期比236.2％増）、経常利益794百万円（前年同期比246.0％増）、四半期純利益459百万円
（前年同期比189.3％増）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。 
  
  

補修用ばね・サブタンクなどの大型車部品や自社ブランドであるグリーン商品の売上が増加し、連結売
上高は10,779百万円（前年同期比6.2％増）、営業利益は308百万円（前年同期比87.7％増）となりまし
た。 
  

インジェクタ部品・電装関連部品などの精密加工部品の売上が増加し、連結売上高は15,313百万円（前
年同期比14.6％増）、営業利益は486百万円（前年同期比311.2％増）となりました。 
  

加工品、情報関連商品の売上が増加しましたが、事業の黒字化には及ばず、連結売上高は1,003百万
円、営業損失は15百万円となりました。 
  

設備投資需要の回復傾向が続き、連結売上高は998百万円、営業利益は５百万円となりました。 
  
なお、当社は、当第３四半期連結会計期間より、従来「ＩＴ事業」に含まれておりました機材設備関連

商品の販売に係る事業を分離独立し、「産業システム事業」を新設いたしました。これにより、従来「オ
ートパーツ事業」、「プレシジョンパーツ事業」および「ＩＴ事業」の３つを報告セグメントとしており
ましたが、これを「オートパーツ事業」、「プレシジョンパーツ事業」、「ＩＴ事業」および「産業シス
テム事業」の４つに変更しております。 
  
  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は20,740百万円となり、前連結会計年度末に比べ614百万円増加
いたしました。 
流動資産は、14,671百万円となり、867百万円増加いたしました。これは、主として受取手形及び売掛

金が755百万円増加したことなどによります。 
固定資産は、6,068百万円となり、252百万円減少いたしました。これは、主として繰延税金資産が115

百万円、有形固定資産が138百万円減少したことなどによります。 
当第３四半期連結会計期間末の負債合計は14,083百万円となり、前連結会計年度末に比べ275百万円増

加いたしました。 
流動負債は、13,580百万円となり、177百万円増加いたしました。これは、主として短期借入金が2,350

百万円減少した一方で、買掛金が2,878百万円増加したことなどによります。 
固定負債は、502百万円となり、98百万円増加いたしました。これは、主として退職給付引当金が76百

万円増加したことなどによります。 
当第３四半期連結会計期間末の純資産は6,657百万円となり、前連結会計年度末に比べ339百万円増加い

たしました。これは、主として利益剰余金が326百万円増加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］

［産業システム事業］

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

－ 2 －
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当第３四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３四半期連結
会計期間末と比べ６百万円増加し、1,132百万円となりました。 

営業活動による資金の増加は、2,675百万円となり、前年同四半期と比べ1,914百万円増加いたしまし
た。これは、主として売上債権の増減額が1,773百万円増加したことなどによります。 

投資活動による資金の増加は、18百万円となり前年同四半期と比べ17百万円減少いたしました。これ
は、主として関係会社株式の売却による収入が80百万円増加した一方で、有形固定資産の売却による収入
が62百万円減少、有形固定資産の取得による支出が50百万円減少したことなどによります。 

財務活動による資金の減少は、2,562百万円となり前年同四半期と比べ1,543百万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1,521百万円減少したことなどによります。 
  
  
  

業績予想は現時点で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

－ 3 －

ニッパン（7563）平成23年３月期　第３四半期　決算短信



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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,132,032 1,015,612

受取手形及び売掛金 9,131,993 8,376,345

商品及び製品 2,679,142 2,539,613

その他のたな卸資産 31,235 22,677

未収入金 1,488,217 1,526,941

繰延税金資産 129,513 197,216

その他 93,522 139,079

貸倒引当金 △14,060 △13,801

流動資産合計 14,671,595 13,803,683

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,440,881 1,480,029

土地 3,048,649 3,054,149

その他（純額） 339,069 433,044

有形固定資産合計 4,828,600 4,967,223

無形固定資産 26,272 30,162

投資その他の資産   

投資有価証券 779,164 740,571

長期貸付金 146,127 172,556

繰延税金資産 － 115,625

その他 341,908 327,266

貸倒引当金 △53,223 △31,622

投資その他の資産合計 1,213,977 1,324,396

固定資産合計 6,068,849 6,321,782

資産合計 20,740,445 20,125,466

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,459,929 8,581,072

短期借入金 1,280,000 3,630,423

リース債務 62,611 105,160

未払法人税等 59,994 270,168

役員賞与引当金 23,522 23,891

その他 694,427 792,489

流動負債合計 13,580,485 13,403,204

固定負債   

リース債務 58,537 91,720

退職給付引当金 143,500 67,454

役員退職慰労引当金 257,547 226,272

資産除去債務 27,316 －

負ののれん 15,801 18,764

繰延税金負債 37 －

固定負債合計 502,740 404,211

負債合計 14,083,226 13,807,415

－ 4 －
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 3,430,662 3,104,411

自己株式 △151,394 △150,910

株主資本合計 6,571,005 6,245,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 169,105 134,791

繰延ヘッジ損益 △5,250 －

為替換算調整勘定 △77,641 △61,979

評価・換算差額等合計 86,213 72,812

純資産合計 6,657,219 6,318,051

負債純資産合計 20,740,445 20,125,466

－ 5 －
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 24,718,133 28,095,219

売上原価 20,085,574 22,796,967

売上総利益 4,632,559 5,298,251

販売費及び一般管理費 4,398,949 4,512,802

営業利益 233,610 785,449

営業外収益   

受取利息 3,641 3,234

受取配当金 6,158 12,901

仕入割引 24,382 31,214

為替差益 122 4,589

その他 23,230 20,068

営業外収益合計 57,534 72,007

営業外費用   

支払利息 25,520 20,378

手形売却損 14,510 14,649

売上割引 10,779 10,983

その他 10,812 17,307

営業外費用合計 61,623 63,319

経常利益 229,521 794,137

特別利益   

固定資産売却益 130,445 －

貸倒引当金戻入額 587 －

関係会社株式売却益 － 50,304

特別利益合計 131,032 50,304

特別損失   

固定資産除却損 1,182 446

減損損失 － 15,165

会員権売却損 190 －

会員権評価損 － 4,530

投資有価証券売却損 7,101 －

投資有価証券評価損 6,647 6,570

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 15,121 49,959

税金等調整前四半期純利益 345,432 794,482

法人税、住民税及び事業税 77,521 172,869

法人税等調整額 114,127 161,823

法人税等合計 191,648 334,692

少数株主損益調整前四半期純利益 － 459,789

少数株主損失（△） △5,126 －

四半期純利益 158,909 459,789
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 345,432 794,482

持分法による投資損益（△は益） △348 △1,477

減価償却費 205,962 212,619

負ののれん償却額 － △2,962

減損損失 － 15,165

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29,244 21,859

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,642 △368

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,116 76,045

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22,940 31,275

受取利息及び受取配当金 △9,799 △16,135

支払利息 25,520 20,378

投資有価証券評価損益（△は益） 6,647 6,570

有形固定資産売却損益（△は益） △130,445 －

有形固定資産除却損 1,182 446

投資有価証券売却損益（△は益） 7,101 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △50,304

会員権評価損 － 4,530

会員権売却損益（△は益） 190 －

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） △2,529,350 △755,647

たな卸資産の増減額（△は増加） 461,364 △148,086

仕入債務の増減額（△は減少） 2,801,931 2,901,387

未払消費税等の増減額（△は減少） 55,164 △63,548

未収入金の増減額（△は増加） △336,294 38,726

その他の資産の増減額（△は増加） 8,126 △1,236

その他の負債の増減額（△は減少） △72,418 △60,333

小計 851,137 3,046,632

利息及び配当金の受取額 8,061 14,485

利息の支払額 △25,488 △20,405

法人税等の支払額 △72,723 △365,042

営業活動によるキャッシュ・フロー 760,986 2,675,670

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 △24,374 △75,222

有形固定資産の売却による収入 62,268 －

投資有価証券の取得による支出 △10,537 △14,975

投資有価証券の売却による収入 20,511 －

関係会社株式の取得による支出 △31,500 －

関係会社株式の売却による収入 － 80,661

貸付けによる支出 △680 －

貸付金の回収による収入 21,103 28,311

会員権の売却による収入 759 －

無形固定資産の取得による支出 △828 △66

投資活動によるキャッシュ・フロー 36,723 18,708
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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） △828,636 △2,350,423

自己株式の取得による支出 △575 △484

リース債務の返済による支出 △55,946 △77,991

配当金の支払額 △133,557 △133,539

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,018,716 △2,562,438

現金及び現金同等物に係る換算差額 △790 △15,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △221,796 116,420

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 1,125,200 1,132,032
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 10,148,218 13,365,657 1,204,257 24,718,133   ― 24,718,133

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ―
  

（―）
―

計 10,148,218 13,365,657 1,204,257 24,718,133
  

（―） 24,718,133

営業利益又は営業損失（△） 164,301 118,403 △49,094 233,610   ― 233,610

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、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、リビルト商品、各

種センサー類、故障診断機、自動車用油脂類

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、樹脂成形品、精密ばね、メカニカルパーツ、ロックヒンジ、ファスナー類、クラ 

ンプ、金属資材、遮熱断熱塗料、ＬＥＤ関連部品

IT事業

機能性コーティング・加飾コーティング、光ファイバーアッセンブリー用部品、光デ

バイス用精密加工品、医療画像モニター用アーム・カート、医療機器用精密加工品、

液晶ディスプレイ・タッチパネル、コンピュータ周辺機器、画像関連機器、ネットワ

ーク関連機器・ソフトウェア、車載端末機器、測定機・検査装置、生産設備・省力化

機器・省エネ環境機器

【所在地別セグメント情報】

 前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

【海外売上高】

 前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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。 

  

  

【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、加工関連の販売はＩＴ事業が、機材設備関連の販売は産業システム事

業がそれぞれ行っております。

 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」および「産業システム事業」

の４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）

産業システ
ム事業 
（千円）

計
(千円）

売上高

 外部顧客への売上高 10,779,846 15,313,420 1,003,610 998,343 28,095,219 ― 28,095,219

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― ― － ― ― ―

計 10,779,846 15,313,420 1,003,610 998,343 28,095,219 ― 28,095,219

セグメント利益 
 又は損失（△） 308,326 486,924 △15,772 5,971 785,449 ― 785,449

３．報告セグメントの変更等に関する事項

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）

 当社は、当第３四半期連結会計期間より、従来「ＩＴ事業」に含まれておりました機材設備関連商品

の販売に係る事業を分離独立し、「産業システム事業」を新設いたしました。これにより、従来「オー

トパーツ事業」、「プレシジョンパーツ事業」および「ＩＴ事業」の３つを報告セグメントとしており

ましたが、これを「オートパーツ事業」、「プレシジョンパーツ事業」、「ＩＴ事業」および「産業シ

ステム事業」の４つに変更しております。

 この変更は、専門性と機動力を高めユーザーのニーズに機敏に対応することを目的とした組織変更に

伴うものであります。

４．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

 （固定資産に係る重要な減損損失）

 「オートパーツ事業」セグメントにおいて遊休状態になった事業用の固定資産について、帳簿価格を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。 

 なお、当該減損損失の計上額は当第３四半期連結累計期間において15百万円であります。

－ 10 －

ニッパン（7563）平成23年３月期　第３四半期　決算短信



  
  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

（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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