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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 144,138 12.5 11,314 72.1 10,681 68.1 7,234 △13.2

22年3月期 128,070 △14.2 6,573 △3.2 6,355 4.5 8,335 ―

（注）包括利益 23年3月期 6,503百万円 （△33.3％） 22年3月期 9,753百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 60.84 60.79 15.6 8.5 7.8
22年3月期 70.10 ― 21.6 4.8 5.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  △46百万円 22年3月期  △121百万円

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 123,474 49,994 39.6 411.30
22年3月期 127,215 44,799 34.3 366.64

（参考） 自己資本   23年3月期  48,899百万円 22年3月期  43,596百万円

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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 13,363 △4,330 △9,808 13,318
22年3月期 12,884 △1,966 △10,815 14,266

2.  配当の状況 

（注）当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日として定めておりますが、現時点では平成24年３月期における配当予想額は未定であ
ります。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00 713 8.6 1.8
23年3月期 ― 3.00 ― 7.00 10.00 1,189 16.4 2.6

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定が困難であるため、記載しておりません。なお、当該理由等につき
ましては添付資料３ページ「１．経営成績(1) 経営成績に関する分析（平成24年３月期の見通し）」をご参照ください。 



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料27ページ「(7) 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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 6,165,368 株 22年3月期 6,146,986 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 118,903,500 株 22年3月期 118,916,899 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 121,152 16.0 6,698 140.6 6,788 66.1 6,302 △9.1

22年3月期 104,471 △14.6 2,783 △43.5 4,088 △20.8 6,929 948.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 52.99 52.94
22年3月期 58.26 ―

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 104,959 42,888 40.7 359.64
22年3月期 105,102 38,108 36.1 319.39

（参考） 自己資本 23年3月期  42,766百万円 22年3月期  37,986百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手
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 
 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定が困難であるため、記載しておりません。なお、当該理由等につき
ましては添付資料３ページ「１．経営成績(1) 経営成績に関する分析（平成24年３月期の見通し）」をご参照ください。 
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１．経営成績 

 

(1) 経営成績に関する分析 

 

東日本大震災におきまして、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、

被害を受けられました皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 

被災された方々が少しでも早く元の生活に戻れるよう、当社グループをあげて復興に向けた応

援を続けてまいります。 

 

（当連結会計年度の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、中国やアジア新興国の経済成長を背景にした輸出の増

加やエコポイント制度などの景気刺激策による生産活動の持ち直しにより、製造業を中心に回復

の兆しがみられた一方、円高の進行やデフレ基調の継続、中東での政治不安、資源・素材価格の

高騰、および平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響などにより、不透明な状況が続き

ました。 

このような状況の中、上半期の建設需要低迷により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、自動車部品関連および一般産業用製品の需要回復により高機能製品部門、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、

全体としては前連結会計年度に対し12.5％増の1,441億38百万円となりました。 

この結果、利益面では営業利益が113億14百万円、経常利益が106億81百万円と、前連結会計年

度に対し、それぞれ72.1％、68.1％の増加となりました。また、本年３月14日に発表しましたと

おり、耐火認定不正取得に係わる改修を順次進めてきたなかで、当該製品に係る改修費用見込額

が個別案件ごとにほぼ確定するに至ったことから、建材製品補償損失引当金残高約30億円全額を

戻入処理し、特別利益として計上しました。しかし、前連結会計年度において70億円を同引当金

より戻入処理し、特別利益に計上していたため、当期純利益は72億34百万円と13.2％の減少とな

りました。 

なお、東日本大震災により被災した連結子会社である㈱福島ニチアスは全力をあげての復旧作

業により、一部設備を除き操業を再開しております。皆様からのお見舞いと励ましに、心からお

礼を申し上げます。 

 

当連結会計年度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

ル材の需要は減少傾向が続いているものの、一般産業用シール材、断熱材、ふっ素樹脂製品の需

要が回復したため、売上高は前連結会計年度に対し10.8％増の450億82百万円となりました。 

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、断熱製品の需要が回復したため、売上高は前連結会計年度に対し107.6％増

の172億92百万円となりました。 

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が堅調に

推移したため、売上高は前連結会計年度に対し17.9％増の257億22百万円となりました。 

建材については、建築着工面積がゆるやかに回復しつつあり、断熱材など一部製品の需要が旺

盛ではあるものの、上半期の落ち込みが大きく、売上高は前連結会計年度に対し4.0％減の230億

67百万円となりました。 

保温保冷工事については、建設工事は当連結会計年度に完成計上する案件が多かったものの、

メンテナンス工事は前連結会計年度を若干下回ったため、売上高は前連結会計年度に対し0.7％減

の329億72百万円となりました。 
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（平成24年３月期の見通し） 

平成24年３月期の業績予想につきましては、東日本大震災による被害や、それに起因するサプ

ライチェーンの寸断ならびに電力需給の状況が、当社グループに与える影響について現段階では

合理的に算定することが困難であるため未定とさせていただきます。今後、予想が可能になった

段階で速やかに公表いたします。 

なお、工業製品や建材製品など復興に必要な資材の供給に対しましては 優先の対応を行い、

早期の復興に貢献すべく努力してまいります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債および純資産の状況 
当連結会計年度末における総資産は受取手形及び売掛金が33億38百万円、土地が18億94百

万円増加しましたが、繰延税金資産（固定）が48億18百万円、機械装置及び運搬具が17億41

百万円、未成工事支出金が10億79百万円、現金及び預金が８億37百万円減少したこと等によ

り、前連結会計年度末と比較して37億41百万円減少の1,234億74百万円となりました。 

当連結会計年度末における負債は、社債が31億50百万円、支払手形及び買掛金25億54百万

円、１年内償還予定の社債が９億円、資産除去債務が５億93百万円、長期借入金が２億24百

万円増加しましたが、短期借入金が128億62百万円、建材製品補償損失引当金が37億31百万円

減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して89億36百万円減少の734億79百万円とな

りました。 

当連結会計年度末における純資産は、その他有価証券評価差額金が４億54百万円、為替換

算調整勘定が３億99百万円減少しましたが、利益剰余金が61億63百万円増加したこと等によ

り、前連結会計年度末と比較して51億95百万円増加の499億94百万円となりました。 
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② キャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度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９億47百万円減少し133億18百万円となりました。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133億63百万円となりました。 

これは、建材製品補償損失引当金の減少37億31百万円、売上債権の増加32億72百万円など

により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益126億19百万円、減価償却費42億36百

万円、仕入債務の増加24億99百万円、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43億30百万円となりました。 
これは、主に有形固定資産の取得による支出39億46百万円などにより資金が減少したこと

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98億８百万円となりました。 
これは、主に社債の発行による収入44億29百万円により資金が増加しましたが、短期借入

金の純減少額127億40百万円、配当金の支払額10億63百万円などにより資金が減少したことに

よります。 

 

キャッシュ・フロー（連結）指標の推移 

 

 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

自己資本比率（％） 38.9 24.3 24.5 34.3 39.6

時価ベースの自己資本比率（％） 93.0 28.3 17.4 39.1 50.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  2.1 18.7 － 3.2 2.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 31.5 4.9 － 21.0 26.2

【備考】 各指標はいずれも連結ベースの財務数値に基づき、以下の計算式により算出しております。 

自己資本比率（％）            ：自己資本／総資産×100 

時価ベースの自己資本比率（％）      ：株式時価総額／総資産×100 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  ：営業キャッシュ・フロー／利払い額 

・株式時価総額は「期末株価終値×自己株式を控除後の期末発行済株式数」により算出してお

ります。 

・有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負

債残高を対象としております。 

・営業キャッシュ・フローおよび利払い額は、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されてい

る「営業活動によるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を使用しております。 
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(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社グループは、収益力を高めるために経営基盤の強化を図りながら、配当可能利益の拡大と

株主価値の増大を通じて株主に対する長期的かつ適正な利益還元をはかる一方で、再投資のため

の内部留保を充実することを利益配分の基本方針としております。 
このような基本方針のもと、配当につきましては当該期の利益水準や財務状況および今後の業

績見通しに重点を置き、さらに将来の事業展開に向けた設備投資や研究開発に必要な投資資金な

どを総合的に勘案して実施することとしております。 
当連結会計年度の配当金につきましては、上記の方針に基づき、第２四半期には１株当り３円

の配当を実施し、期末配当については１株当り７円とさせていただきます。 
また、平成24年３月期の配当金につきましては、現段階では合理的な業績予想の算定が困難な

ため未定とさせていただきます。業績予想がまとまり次第、速やかに開示いたします。 
 

(4) 事業等のリスク 

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。な

お、将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。 
 

□景気変動、経済情勢のリスク 
当社グループは、ふっ素樹脂など高機能樹脂を使用した耐食材や耐食機器部品の製造販売、ロ

ックウール、セラミックファイバーなどを基材とする各種の無機断熱材の製造販売、ガスケット、

パッキンなどのシール材の製造販売、エンジンおよび周辺機器用のシール材や防音・防熱用機能

材などの自動車部品の製造販売、けい酸カルシウム板や断熱材を中心とした各種不燃建材の製造

販売、また、電力・ガス、石油・石化プラントの保温保冷工事、ＯＡフロア工事などを事業とし

て行っており、需要先は石油・石化、化学、鉄鋼、電力・ガス、自動車、半導体、建設など幅広

い産業分野にわたっています。このため、全産業の設備投資動向、また耐食材については半導体

の需要動向、自動車部品については自動車の生産、販売台数の動向、建材については住宅および

ビル建設需要の動向に依存し、 終的には内外の景気動向や経済情勢の影響を受けます。 

 

□海外事業活動のリスク 
当社グループはアジアをはじめとして海外で事業を展開しております。海外での事業において

は、通常予期しない法律や規制の変更あるいは急激な金融情勢の変化など、経済的に不利な要因

の発生や政治的混乱などのリスクが存在します。こうしたリスクが顕在化した場合、当社グルー

プの海外での活動に支障が生じ、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性がありま

す。 

 
□債権管理のリスク 
当社グループは取引先に対して、売掛金や受取手形などの債権を有しております。与信管理に

ついては常に充分注意しておりますが、場合によっては回収リスクが顕在化する可能性がありま

す。 

 
□退職給付債務のリスク 

当社グループの年金資産の時価が下落した場合や年金資産の運用利回りが低下した場合、また

は、予定給付債務を計算する前提となる基礎率などに変更があった場合、損失が発生する可能性

があります。 
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□製品の品質維持のリスク 

当社グループは、各生産拠点において品質保証の国際規格ＩＳＯ９００１のもとで各製品を製

造しておりますが、全ての製品について欠陥が無く、将来クレームが発生する可能性が全くない

という保証はありません。製品の欠陥は当社グループの評価に影響を与え、業績や財務状況に影

響を及ぼす可能性があります。 

 
□災害に係わるリスク 

当社グループは国内外に複数の生産拠点などを有しており、当該拠点のいずれかが地震などの

災害に被災し稼動困難となった場合には、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性

があります。 

また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、日本経済は未曾有の打撃を受け、当

社グループにおきましては建物、設備等の直接的な被害に加え、電力供給の制約、素材や材料の

供給不安、日本市場全体の消費低下といった間接的な影響を受ける可能性があります。これらの

要因は、営業収益の減少など当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
 

□アスベスト（石綿）による健康障害者への補償について 

当社および一部の国内子会社は、当社起因のアスベスト疾病により死亡または療養されている

従業員および元従業員に対して、社内規程に基づき補償金を支払っております。また、一定の基

準を満たされた当社および一部の国内子会社の工場周辺住民の方に救済金を支払っております。 

当連結会計年度においてこれらの方々に対する補償金及び救済金として総額４億10百万円を費

用計上しております。 

今後もアスベストによる健康障害者への補償費用等の負担が継続する可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 

当社グループは、当社および子会社45社、関連会社12社より構成されており、「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。 

事業の内容と当社および子会社、関連会社の当該事業における位置付け並びに事業の種類別セグメ

ントとの関連は次のとおりであります。 

 

事業区分  主 要 な 会 社 

国内 

当社、㈱福島ニチアス、国分工業㈱、ニチアスセラテック㈱ 

竜田工業㈱、㈱東京マテリアルス、日本ロックウール㈱ 

㈱堺ニチアス 

工 業 製 品 

海外 

NICHIAS SINGAPORE PTE.LTD. 、NICHIAS FGS SDN.BHD. 

P.T.NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA 

P.T.NICHIAS METALWORKS INDONESIA 

P.T.NICHIAS SUNIJAYA 、NT RUBBER-SEALS SDN.BHD. 

NICHIAS HAIPHONG CO.,LTD. 

蘇州霓佳斯工業製品有限公司 

高 機 能 製 品 国内 
当社、㈱福島ニチアス、ニチアスセラテック㈱、竜田工業㈱ 

㈱熊本ニチアス 

 

国内 

 

当社、メタコート工業㈱、竜田工業㈱ 

自 動 車 部 品 
 

海外 

 

NICHIAS FGS SDN.BHD.、P.T.NICHIAS SUNIJAYA  

NICHIAS (THAILAND) CO.,LTD. 

 

国内 

 

当社、ニチアスセラテック㈱、竜田工業㈱、 

日本ロックウール㈱、㈱君津ロックウール 

㈱ニチアスセムクリート 
建 材 

海外 
NICHIAS SINGAPORE PTE.LTD.、NICHIAS FGS SDN.BHD. 

P.T.NICHIAS METALWORKS INDONESIA、P.T.NICHIAS SUNIJAYA  

 

国内 

 

当社、ニチアスエンジニアリングサービス㈱、新日本熱学㈱ 

保 温 保 冷 

工 事 

海外 NICHIAS SINGAPORE PTE.LTD. 
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事業の系統図は，次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事施工会社（３社） 
連結子会社（３社） 
ﾆﾁｱｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ㈱ 
新日本熱学㈱ 
㈱ニチアスセムクリート 

各事業の販売会社、製造販売会社
からの売上 

各事業の販売会社、製造販売会社
からの売上 

販売会社（８社） 
連結子会社（４社） 

㈱東京マテリアルス 
日本ロックウール㈱ 
ニチアス関東販売㈱  
あきつ産業㈱ 

非連結子会社（１社） 
関連会社（３社） 

ハマアス㈱ 
他２社 

製造・加工会社（２０社） 
連結子会社（１１社） 

メタコート工業㈱ 
㈱福島ニチアス 
国分工業㈱ 
ニチアスセラテック㈱ 
竜田工業㈱ 
㈱君津ロックウール 
㈱堺ニチアス 
㈱熊本ニチアス 
他３社 

非連結子会社（６社） 
ニチアスシールテック㈱ 
他５社 

関連会社（３社） 
東絶工業㈱（持分法適用会社) 
他２社 

製造・販売会社（２１社） 
連結子会社（１０社） 
NICHIAS SINGAPORE PTE.LTD. 
NICHIAS FGS SDN.BHD. 
P.T.NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA
P.T.NICHIAS METALWORKS INDONESIA
P.T.NICHIAS SUNIJAYA 
NICHIAS HAIPHONG CO.,LTD. 
蘇州霓佳斯工業製品有限公司 
NICHIAS (THAILAND) CO.,LTD. 
他２社 

非連結子会社（５社） 
NICHIAS Czech s.r.o. 
他４社 

関連会社（６社） 
上海五友汽車零部件有限公司 
他５社 

金融、保守保全（４社） 
連結子会社（３社） 
ニチアス協信㈱ 
他２社 

非連結子会社（１社） 
㈱中村機械製作所 

工事施工会社（１社） 
非連結子会社（１社） 

THAI NICHIAS ENGINEERING CO.,LTD.

材料供給

製品供給

販売

サービス供給

材料供給

業務委託

製品供給

委託加工

販売

材
料
供
給 

販 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

売

工 
 
 
 

事

国内得意先 海外得意先 

材料供給

ニ 

チ 

ア 

ス 

㈱ 

（ 

製 

造 

販 

売 

会 

社 

）
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３．経営方針 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループが平成20年４月１日に新たな企業理念として制定した「新生ニチアス・スピリッ

ト」は、長年培ってきた「断つ・保つ」の技術で安全・安心を提供し、信頼の環を広げ、社会に

貢献することを基本理念として、幅広い産業分野に対して新しい価値を提供し、社会から信頼さ

れる企業になることを目指すものです。 

そのために以下の４項目を「経営の姿勢」として掲げ事業経営を行っております。 

 

□ 社会的役割を自覚し、責任を果たします。 

□ 対話を大切にし、お客様の満足を追求します。 

□ 現場の意見を聴く、風通しの良い会社にします。 

□ 社員の自主性を尊重し、成長を支援します。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、平成20年３月期に耐火認定不正取得に係わる改修費用を特別損失に計上した

ことなどにより、純資産が大きく減少したため、今後も上記の基本方針に則って事業運営を進め

安定的な利益を計上していくことで、自己資本比率の向上を目指しております。 

 

(3) 中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

当社グループは、創業以来、長い歴史のなかで積み重ねてきた幅広い顧客ネットワーク、極低

温から超高温まで、また無機材料、有機材料、金属材料といった幅広い材料を使用した高性能・

高品質な製品と長年培ってきた確かな技術、そして皆様からの信頼という無形の財産を築き上げ、

これらを基盤に事業活動を通して企業価値を高めてまいりました。 

当社グループは、お客様が安心して使っていただける製品とサービスの提供、成長産業分野へ

の事業拡大、当社グループ従業員が安心して働ける会社にすることなどにより企業価値の向上に

取り組んでおります。 

 

このような取り組みを実施していくため、経営ビジョンとして「お客様から信頼され、誇りを

持って働ける会社」を掲げ、その実現のため、以下の基本方針に基づいた諸施策を推進しており

ます。 

 

□コンプライアンスの厳守 

当社グループが安定して成長していくためにコンプライアンスの徹底を図っております。具体

的にはコンプライアンス綱領に基づき、コンプライアンス委員会を中心に当社グループ各所の支

部委員会および労働組合と連携しながら、法令順守状況の把握や、従業員への啓発活動を中心に

推進しております。 

 

□効率的事業運営の推進 

基盤事業については、安定的な収益を確保するために事業別の役割を明確にした効率的な事業

運営を行うと同時に、幅広いネットワークを活かし将来の新たな成長産業分野を探索し、新事業

領域への拡大を図っております。また、長期的には成長産業分野である自動車、半導体関連産業

分野などに関わる事業への経営資源の投資は引き続き効果的に行っております。さらに、建材事

業については再構築を行い、当社グループの柱の一つとなる事業へ転換を図っております。 
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□安心して売れるものづくり 

当社グループは、安心して使っていただける製品・サービスを提供していくため、ものづくり

における安全、環境に配慮し、研究開発、生産技術、設備技術、技術サービスの強化を一層図っ

てまいります。 

 

□明日を担う人材の育成 

当社グループが、今後成長発展していくために、次代の経営層を含めた人材育成を行うととも

に、評価・報酬システムを再構築し、グループ従業員の成長を会社として支援する制度をさらに

充実させてまいります。 

 

□リスクマネジメントの強化 

東日本大震災後、当社グループにおきましては一部工場の停止、営業拠点の休止という事態に

陥りました。個別リスク発生時でも事業継続すべく、組織横断的対応を検討しております。 

 

 

対処すべき課題として、当社グループはより一層の企業体質の強化と効率的な事業運営に引き続

き取り組んでまいります。具体的には、需要動向に応じた生産体制の構築、効率的な投資、経費の

削減、在庫圧縮、資金管理の徹底などにより資産効率の向上に努めてまいります。 

 

当社グループは、「新生ニチアス・スピリット」に基づき、全社をあげて改革に取り組んでまい

ります。 
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４．連結財務諸表 
（1）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,360 13,522

受取手形及び売掛金 28,279 31,617

完成工事未収入金 11,505 11,291

リース投資資産 35 －

商品及び製品 6,071 5,976

仕掛品 1,003 1,180

原材料及び貯蔵品 3,397 3,669

未成工事支出金 4,717 3,638

繰延税金資産 2,117 3,129

未収還付法人税等 236 81

その他 1,820 1,641

貸倒引当金 △574 △245

流動資産合計 72,969 75,503

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 37,590 37,231

減価償却累計額及び減損損失累計額 △23,634 △24,304

建物及び構築物（純額） ※3  13,955 ※3  12,926

機械装置及び運搬具 55,939 56,330

減価償却累計額及び減損損失累計額 △46,805 △48,937

機械装置及び運搬具（純額） 9,134 7,392

土地 ※3  10,965 ※3  12,860

リース資産 270 300

減価償却累計額 △165 △155

リース資産（純額） 105 144

建設仮勘定 143 157

その他 6,616 6,712

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,190 △6,219

その他（純額） 425 493

有形固定資産合計 34,730 33,975

無形固定資産   

のれん 131 32

リース資産 4 55

その他 557 566

無形固定資産合計 694 654
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※3  8,137 ※1, ※3  7,623

長期貸付金 166 117

繰延税金資産 6,975 2,157

差入保証金 514 330

その他 3,720 3,757

貸倒引当金 △692 △646

投資その他の資産合計 18,821 13,340

固定資産合計 54,246 47,970

資産合計 127,215 123,474

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,278 24,833

1年内償還予定の社債 － 900

短期借入金 ※3, ※4  24,104 ※3  11,242

リース債務 59 92

未払金 － 7,834

未払法人税等 834 577

未成工事受入金 1,492 637

賞与引当金 1,611 1,717

完成工事補償引当金 61 45

その他 5,367 1,571

流動負債合計 55,810 49,452

固定負債   

社債 3,000 6,150

長期借入金 ※3  13,901 ※3  14,125

リース債務 87 134

繰延税金負債 127 146

退職給付引当金 2,080 2,128

役員退職慰労引当金 113 97

建材製品補償損失引当金 3,731 －

資産除去債務 － 593

その他 3,564 652

固定負債合計 26,605 24,027

負債合計 82,416 73,479
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

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 26,448 32,612

自己株式 △1,955 △1,962

株主資本合計 43,618 49,774

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,155 701

為替換算調整勘定 △1,177 △1,577

その他の包括利益累計額合計 △21 △875

新株予約権 122 122

少数株主持分 1,080 972

純資産合計 44,799 49,994

負債純資産合計 127,215 123,474
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

商品及び製品売上高 83,094 101,154

完成工事高 44,975 42,983

売上高合計 128,070 144,138

売上原価   

商品及び製品売上原価 ※1, ※8  63,913 ※1, ※8  75,447

完成工事原価 ※8  38,316 ※8  37,448

売上原価合計 102,230 112,895

売上総利益 25,840 31,242

販売費及び一般管理費   

販売費 ※2  5,634 ※2  5,941

一般管理費 ※3, ※8  13,631 ※3, ※8  13,986

販売費及び一般管理費合計 19,266 19,928

営業利益 6,573 11,314

営業外収益   

受取利息 17 39

受取配当金 198 130

受取賃貸料 210 204

貸倒引当金戻入額 10 15

助成金収入 ※4  196 －

その他 440 378

営業外収益合計 1,074 769

営業外費用   

支払利息 592 503

為替差損 119 353

債権売却損 50 44

賃貸収入原価 11 30

持分法による投資損失 121 46

社債発行費 54 70

コミットメントライン設定費用 55 －

その他 287 353

営業外費用合計 1,292 1,402

経常利益 6,355 10,681

特別利益   

固定資産売却益 ※5  257 ※5  99

負ののれん発生益 － 143

新株予約権戻入益 25 －

貸倒引当金戻入額 101 －

建材製品補償損失引当金戻入額 7,000 3,094

資産除去債務戻入額 － 125

受取和解金 － 160

特別利益合計 7,384 3,623
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別損失   

固定資産除売却損 ※6  60 ※6  211

投資有価証券評価損 5 2

減損損失 ※7  296 ※7  600

災害による損失 － ※9  209

ゴルフ会員権評価損 － 4

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 362 1,684

税金等調整前当期純利益 13,377 12,619

法人税、住民税及び事業税 1,302 1,189

法人税等調整額 3,592 4,046

法人税等合計 4,894 5,236

少数株主損益調整前当期純利益 － 7,383

少数株主利益 146 148

当期純利益 8,335 7,234
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連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 7,383

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △455

為替換算調整勘定 － △424

その他の包括利益合計 － ※2  △879

包括利益 － ※1  6,503

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 6,380

少数株主に係る包括利益 － 122
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,283 9,283

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,283 9,283

資本剰余金   

前期末残高 9,842 9,841

当期変動額   

自己株式の処分 △0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 9,841 9,841

利益剰余金   

前期末残高 17,826 26,448

当期変動額   

剰余金の配当 － △1,070

当期純利益 8,335 7,234

連結子会社増加に伴う利益剰余金増加高 204 －

連結子会社と非連結子会社の合併による増
加高

81 －

当期変動額合計 8,622 6,163

当期末残高 26,448 32,612

自己株式   

前期末残高 △1,951 △1,955

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △7

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △4 △7

当期末残高 △1,955 △1,962

株主資本合計   

前期末残高 35,000 43,618

当期変動額   

剰余金の配当 － △1,070

当期純利益 8,335 7,234

連結子会社増加に伴う利益剰余金増加高 204 －

自己株式の取得 △4 △7

自己株式の処分 0 0

連結子会社と非連結子会社の合併による増
加高

81 －

当期変動額合計 8,617 6,156

当期末残高 43,618 49,774
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 229 1,155

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 926 △454

当期変動額合計 926 △454

当期末残高 1,155 701

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,480 △1,177

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 302 △399

当期変動額合計 302 △399

当期末残高 △1,177 △1,577

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △1,250 △21

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,229 △853

当期変動額合計 1,229 △853

当期末残高 △21 △875

新株予約権   

前期末残高 63 122

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 58 －

当期変動額合計 58 －

当期末残高 122 122

少数株主持分   

前期末残高 941 1,080

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 138 △107

当期変動額合計 138 △107

当期末残高 1,080 972

純資産合計   

前期末残高 34,755 44,799

当期変動額   

剰余金の配当 － △1,070

当期純利益 8,335 7,234

連結子会社増加に伴う利益剰余金増加高 204 －

自己株式の取得 △4 △7

自己株式の処分 0 0

連結子会社と非連結子会社の合併による増加
高

81 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,426 △961

当期変動額合計 10,044 5,195

当期末残高 44,799 49,994
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 13,377 12,619

減価償却費 4,293 4,236

減損損失 296 600

のれん償却額 150 104

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

資産除去債務戻入額 － △125

有形固定資産売却損益（△は益） △236 △93

有形固定資産廃棄損 10 165

投資有価証券評価損益（△は益） 5 2

株式報酬費用 84 －

新株予約権戻入益 △25 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 88 △61

退職給付引当金の増減額（△は減少） △76 60

賞与引当金の増減額（△は減少） 50 106

建材製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △8,502 △3,731

受取利息及び受取配当金 △216 △169

支払利息 592 503

為替差損益（△は益） 43 86

持分法による投資損益（△は益） 121 46

売上債権の増減額（△は増加） 744 △3,272

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,138 592

仕入債務の増減額（△は減少） △539 2,499

未収入金の増減額（△は増加） 399 △33

未払金の増減額（△は減少） △1,763 860

未成工事受入金の増減額（△は減少） 676 △854

差入保証金の増減額（△は増加） 1,245 125

その他 48 206

小計 13,008 14,987

利息及び配当金の受取額 216 169

利息の支払額 △612 △510

法人税等の支払額 △1,320 △1,519

法人税等の還付額 1,592 236

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,884 13,363
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － △121

子会社株式の取得による支出 － △116

有形固定資産の取得による支出 △1,956 △3,946

有形固定資産の売却による収入 356 216

無形固定資産の取得による支出 △113 △142

投資有価証券の取得による支出 △69 △112

貸付けによる支出 △173 △236

貸付金の回収による収入 131 125

その他 △142 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,966 △4,330

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） △10,895 △12,740

長期借入れによる収入 11,200 1,600

長期借入金の返済による支出 △13,937 △1,479

社債の発行による収入 2,945 4,429

社債の償還による支出 － △450

リース債務の返済による支出 △66 △73

自己株式の純増減額（△は増加） △4 △7

配当金の支払額 △8 △1,063

少数株主への配当金の支払額 △50 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,815 △9,808

現金及び現金同等物に係る換算差額 56 △172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 157 △947

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期末残高 ※1  14,266 ※1  13,318

ニチアス株式会社（5393）　平成23年３月期　決算短信

- 20 -



(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に

関する事項 

(1) 連結子会社の数 31社 

主要な連結子会社の名称 

メタコート工業㈱、㈱福島ニチアス、

ニチアスセラテック㈱、竜田工業㈱、

㈱堺ニチアス、㈱ニチアスセムクリー

ト、NICHIAS FGS SDN.BHD.、蘇州霓佳

斯工業製品有限公司 

当連結会計年度より、あきつ産業㈱

は重要性が増したため、また他１社は

新たに設立したため、連結の範囲に含

めております。 

(1) 連結子会社の数 31社 

主要な連結子会社の名称 

メタコート工業㈱、㈱福島ニチアス、

ニチアスセラテック㈱、竜田工業㈱、

㈱堺ニチアス、㈱ニチアスセムクリー

ト、NICHIAS FGS SDN.BHD.、蘇州霓佳

斯工業製品有限公司 

   

 (2) 主要な非連結子会社の名称 

ニチアスシールテック㈱ 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社16社は、いずれも小規

模会社であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

ニチアスシールテック㈱ 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社14社は、いずれも小規

模会社であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。 

   

２．持分法の適用に

関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社数 

－ 

(1) 持分法を適用した非連結子会社数 

－ 

 
(2) 持分適用会社数 

１社 東絶工業㈱ 

(2) 持分適用会社数 

同左 

 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社の名称 

１．(2) 主要な非連結子会社の名称

で掲げた１社及びハマアス㈱ 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社の名称 

同左 

 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社の当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも少額であ

り、かつ、全体としても重要性がない

ため、持分法の適用から除外しており

ます。 

持分法を適用しない理由 

同左 

 

 

 

 

 

  （会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「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。 

これによる損益に与える影響は軽微

であります。 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

３．連結子会社の

事業年度等に関

する事項 

連結子会社のうち、在外子会社及びニ

チアス協信㈱の決算日は12月31日、大田

化成㈱の決算日は１月31日、あきつ産業

㈱の決算日は２月28日であります。連結

財務諸表の作成にあたっては、当該連結

子会社の決算日現在の財務諸表を使用し

ておりますが、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については連結上必要な調

整を行っております。 

同左 

   

４．会計処理基準

に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しておりま

す。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

時価のないもの 

同左 

 ② デリバティブ 

時価法を採用しております。 

② デリバティブ 

同左 

 ③ たな卸資産 

(ｲ) 商品及び製品 

主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。 

③ たな卸資産 

(ｲ) 商品及び製品 

同左 

 (ﾛ) 仕掛品 

同上 

(ﾛ) 仕掛品 

同左 

 (ﾊ) 原材料及び貯蔵品 

同上 

(ﾊ) 原材料及び貯蔵品 

同左 

 (ﾆ) 未成工事支出金 

個別法による原価法を採用してお

ります。 

(ﾆ) 未成工事支出金 

同左 

   

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社は定率法

を、また、在外連結子会社は主に定額

法を採用しております。ただし、当社

及び国内連結子会社は平成10年４月１

日以降に取得した建物(附属設備を除

く)は定額法によっております。 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物   ３～50年 

機械装置及び運搬具 ４～10年 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

 ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における利用可能期間

（３～５年）に基づく定額法を採用し

ております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 ③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。 

③ リース資産 

同左 

   

 (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

売掛金、貸付金等の債権の貸倒れに

よる損失に備えるため、当社及び国内

連結子会社は、一般債権については貸

倒実績より算出した実績繰入率に基づ

き計算された額を、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別に回収可能

性を検討し回収不能見込額を計上して

おります。また、在外連結子会社は、

主として特定の債権について回収不能

見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備える

ため、当連結会計年度に負担すべき支

給見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

 ③ 完成工事補償引当金 

施工した工事のアフターサービス費

用に備えるため、補償期間内の補償見

積額に基づき計上しております。 

③ 完成工事補償引当金 

同左 

 ④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（12年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。 

④ 退職給付引当金 

同左 

 

 （会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

なお、これによる営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響はありません。 

────── 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 

役員に対する退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金支給内規に

基づく連結会計年度末要支給額を計上

しております。 

なお、当社は平成19年６月28日開催

の定時株主総会における退職慰労金制

度廃止に伴う取締役および監査役に対

する退職慰労金打ち切り支給の決議に

基づき、同定時株主総会終結時までの

在任期間に対応する要支給額を計上し

ております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

 ⑥ 建材製品補償損失引当金 

住宅用軒裏天井および耐火間仕切壁

の補修に備えるため、取替・改修等に

伴う損失見込額を計上しております。 

⑥     ────── 

   

 (4) 重要な収益及び費用の計上基準 (4) 重要な収益及び費用の計上基準 

 完成工事高及び完成工事原価の計上基

準 

① 当連結会計年度末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる工事 

工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法） 

完成工事高及び完成工事原価の計上基

準 

① 当連結会計年度末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる工事 

同左 

 ② その他の工事 

工事完成基準 

② その他の工事 

同左 

 （会計方針の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準につい

ては、従来、請負金額500百万円以上か

つ工期３年超の工事については工事進行

基準を、その他の工事については工事完

成基準を適用しておりましたが、当連結

会計年度より、「工事契約に関する会計

基準」（企業会計基準第15号 平成19年

12月27日）及び「工事契約に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第18号 平成19年12月27日）を適用

し、当連結会計年度に着手した工事契約

から、当連結会計年度末までの進捗部分

について成果の確実性が認められる工事

については工事進行基準（工事の進捗率

の見積りは原価比例法）を、その他の工

事については工事完成基準を適用してお

ります。 

これにより、売上高は236百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は、それぞれ３百万円増加

しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

────── 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は、在

外子会社等の決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めて計上しておりま

す。 

同左 

   

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理を採用し

ております。なお、特例処理の要件を

満たしている金利スワップについては

特例処理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する内規に基

づき、ヘッジ対象に係る金利変動によ

るリスクをヘッジしております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・

フロー変動の累計を四半期ごとに比較

し、両者の変動額等を基礎にして、ヘ

ッジ有効性を評価しております。ただ

し、特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略し

ております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

   

 (7)      ────── (7) のれんの償却方法及び償却期間 

のれんは、５年間の定額法により償却

をおこなっております。 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

 (8)      ────── (8) 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ケ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

   

 (9) その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

(9) その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

同左 

   

５．連結子会社の

資産及び負債の

評価に関する事

項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。 

────── 

   

６．のれん及び負

ののれんの償却

に関する事項 

のれんは、５年間の定額法により償却

をおこなっております。 

────── 

   

７．連結キャッシ

ュ・フロー計算

書における資金

の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ケ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

────── 
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(7) 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 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

────────── (資産除去債務に関する会計基準等) 

 

当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益、経常利

益はそれぞれ９百万円、税金等調整前当期純利益は

540百万円減少しております。 

 

────────── (企業結合に関する会計基準等) 

 

当連結会計年度より、「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。 
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(8) 表示方法の変更 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

───────── （連結貸借対照表） 

 １．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「リ

ース投資資産」（当連結会計年度18百万円）は、当

連結会計年度において、金額が僅少となったため流

動資産の「その他」に含めて表示しております。 

 ２．前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含め

て表示しておりました「未払金」は、当連結会計年

度において、総資産額の100分の５を超えたため区分

掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「未払金」は3,764百万円

であります。 

  

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「助成金収入」は、当連結

会計年度において、営業外収益の総額の100分の10を

超えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度の「助成金収入」は１百万

円であります。 

１．当連結会計年度より、「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）に基づき、財務諸表等規則等の一部を改正する

内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）を

適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目

で表示しております。 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「助

成金収入」（当連結会計年度１百万円）は、当連結

会計年度において、金額が僅少となったため営業外

収益の「その他」に含めて表示しております。 

  

───────── （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 

前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました

「定期預金の純増減額（△は増加）」は、当連結会

計年度において、重要性が増したため区分掲記して

おります。 

なお、前連結会計年度の「定期預金の純増減額

（△は増加）」は△66百万円であります。  

  

 

(9) 追加情報 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

───────── 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する

会計基準」 (企業会計基準第25号 平成22年６月30

日)を適用しております。ただし、「その他の包括利

益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の

前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及

び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しており

ます。 
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(10) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するもの ※１．非連結子会社及び関連会社に対するもの 

投資有価証券（株式） 2,598 百万円
 

投資有価証券（株式） 2,657 百万円
 

  

 ２．保証債務等  ２．保証債務等 

(1) 連結会社以外の会社等の金融機関からの借入

金等に対する保証 

(1) 連結会社以外の会社等の金融機関からの借入

金等に対する保証 

1,260 百万円
 

1,001 百万円
 

(2) 手形流動化に伴う買戻し義務限度額 (2) 手形流動化に伴う買戻し義務限度額 

831 百万円
 

853 百万円
 

  

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 

投資有価証券（質権） 3,586 百万円

建物及び構築物（抵当権） 1,223

土地（抵当権） 666

合計 5,476
 

投資有価証券（質権） 138 百万円

建物及び構築物（抵当権） 973

土地（抵当権） 654

合計 1,766
 

担保権設定の原因となっている債務 

短期借入金 11,400 百万円

長期借入金 1,205

（うち１年以内返済予定額） (479)
 

担保権設定の原因となっている債務 

短期借入金 400 百万円

長期借入金 1,126

（うち１年以内返済予定額） (76)
 

  

※４．コミットメントライン契約  ４．        ────── 

当社は、住宅用軒裏天井及び耐火間仕切壁の補

修に備えるため、取引銀行３行とコミットメント

ライン契約を締結しております。これら契約に基

づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

 

融資枠設定金額 20,000 百万円

借入実行残高 11,000

差引額 9,000
 

 

なお、上記コミットメントライン契約には、以

下の財務制限条項が付されております。 

 

① 平成22年3月期末日における連結および単体の

損益計算書の経常利益をそれぞれ25億円以上に維

持すること。 

② 平成22年9月末日における連結および単体の損

益計算書の経常利益を損失としない。 

③ 平成22年3月期末日における連結の貸借対照表

の有利子負債合計金額を650億円未満に維持する

こと。 

④ 平成22年3月期末日における単体の貸借対照表

の有利子負債合計金額を600億円未満に維持する

こと。 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が商品及び

製品売上原価に含まれております。 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が商品及び

製品売上原価に含まれております。 

△220 百万円
 

5 百万円
 

  

※２．販売費の主な内訳は次のとおりであります。 ※２．販売費の主な内訳は次のとおりであります。 

従業員給料 1,563 百万円

賞与金 296

賞与引当金繰入額 221

退職給付費用 164

荷造保管運送費 1,008

減価償却費 51

貸倒引当金繰入額 205
 

従業員給料 1,609 百万円

賞与金 314 

賞与引当金繰入額 239 

退職給付費用 157 

荷造保管運送費 1,218 

減価償却費 70 

貸倒引当金繰入額 12 
 

  

※３．一般管理費の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

※３．一般管理費の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

従業員給料手当 3,493 百万円

賞与金 784

賞与引当金繰入額 576

退職給付費用 1,101

役員退職慰労引当金繰入額 10

調査研究費 654

減価償却費 997

石綿補償費用 441
 

従業員給料手当 3,603 百万円

賞与金 799 

賞与引当金繰入額 598 

退職給付費用 973 

役員退職慰労引当金繰入額 9 

調査研究費 776 

減価償却費 886 

石綿補償費用 410 
 

  

※４．助成金収入の内訳は次のとおりであります。  ４．       ────── 

雇用調整助成金 196 百万円
 

 

  

※５．固定資産売却益の内訳は次のとおりでありま

す。 

※５．固定資産売却益の内訳は次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 0 百万円

機械装置及び運搬具 4

土地 234

その他 18
 

建物及び構築物 91 百万円

機械装置及び運搬具 6 

土地 0 

その他 0 
 

  

※６．固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

※６．固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

売却損 機械装置及び運搬具 0 百万円

 土地 20

 その他 0
 

売却損 機械装置及び運搬具 0 百万円

 土地 4 

 その他 1 
 

  

除却損 建物及び構築物 9 百万円

 機械装置及び運搬具 22

 その他 7
 

除却損 建物及び構築物 133 百万円

 機械装置及び運搬具 62 

 その他 9 
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前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

※７．減損損失 ※７．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 

本社資産 

(奈良県香芝市) 

福利厚生 

用地 

土地 

工事事業本部 

(埼玉県羽生市) 

保温保冷 

工事用材料 

製造設備 

機械装置 

ニチアスセラテック㈱

(長野県上水内郡飯綱町) 

工場用地 土地 

新日本熱学㈱ 

(兵庫県三木市) 

倉庫用地 土地 

NICHIAS FGS SDN.BHD. 

(マレーシア) 他２社 

工業製品 

製造設備 

機械装置等 

当社グループは、原則として事業部別および工場

別に資産のグループ化を行っております。 

当連結会計年度において、遊休となっている奈良

県香芝市の土地、ニチアスセラテック㈱所有の土地

及び新日本熱学㈱所有の土地、遊休設備である断熱

材製造設備並びにNICHIAS FGS SDN. BHD. のシール

材製造設備等の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（296百万円）として特別

損失に計上しました。 

その内訳は、機械装置及び運搬具55百万円、土地

240百万円及びその他１百万円であります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、土地については不動産鑑定士による評価額

を基礎として評価し、その他の資産については備忘

価額まで減額しております。 

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 

結城工場 

(茨城県下妻市) 

自動車部品 

製造工場 

機械装置及び

建物等 

当社グループは、原則として事業部別および工場

別に資産のグループ化を行っております。 

当連結会計年度において、自動車部品を製造する

結城工場について、収益性が悪化し、将来キャッシ

ュ・フローが帳簿価額を下回っているため、資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（600百万円）として特別損失に計

上しました。 

その内訳は、建物及び構築物214百万円、機械装置

及び運搬具386百万円及びその他０百万円でありま

す。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、建物及びその他の資産については備忘価額

まで減額しております。 

  

※８．一般管理費、当期製造費用及び完成工事原価に

含まれる研究開発費 

※８．一般管理費、当期製造費用及び完成工事原価に

含まれる研究開発費 

4,871 百万円
 

5,246 百万円
 

  

 ９．       ────── ※９．災害による損失 

 東日本大震災により損傷を受けた設備の復旧等

に要する費用を計上しております。 

なお、災害による損失の内訳は次のとおりであ

ります。 

 災害資産の原状回復費用 63 百万円

操業休止期間中の固定費 55 

建物等の滅失損失 23 

たな卸資産の滅失損失 23 

その他 44 

合計 209 
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（連結包括利益計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 親会社株主に係る包括利益 9,564 百万円 

 少数株主に係る包括利益 188  

 合計 9,753  

 

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 926 百万円 

 為替換算調整勘定 344  

 合計 1,271  

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：株） 

  
前連結会計年度末

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末

株式数 

発行済株式  

 普通株式 125,057,344 － － 125,057,344

自己株式  

 普通株式 （注）１，２ 6,133,405 16,281 2,700 6,146,986

（注）１．普通株式の自己株式の増加株式数16,281株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の減少株式数2,700株は、単元未満株式の売渡請求による減少であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 

前連結 

会計年度末

当連結 

会計年度増加

当連結 

会計年度減少

当連結 

会計年度末 

当連結会計

年度末残高

(百万円) 

提出 

会社 

ストック・オプション 

としての新株予約権 
－ － － － － 122

 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成22年6月29日 

定時株主総会 
普通株式 713百万円 利益剰余金 6.0円 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：株）

  
前連結会計年度末

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末

株式数 

発行済株式  

 普通株式 125,057,344 － － 125,057,344

自己株式  

 普通株式 （注）１，２ 6,146,986 19,172 790 6,165,368

（注）１．普通株式の自己株式の増加株式数19,172株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の減少株式数790株は、単元未満株式の売渡請求による減少であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 

前連結 

会計年度末

当連結 

会計年度増加

当連結 

会計年度減少

当連結 

会計年度末 

当連結会計

年度末残高

（百万円）

提出 

会社 

ストック・オプション 

としての新株予約権 
－ － － － － 122 

 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成22年6月29日 

定時株主総会 
普通株式 713百万円 6.0円 平成22年３月31日 平成22年６月30日

平成22年11月８日 

取締役会 
普通株式 356百万円 3.0円 平成22年９月30日 平成22年12月６日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議予定 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 832百万円 利益剰余金 7.0円 平成23年３月31日 平成23年６月30日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 14,360 百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金 
△94

現金及び現金同等物 14,266
 

現金及び預金勘定 13,522 百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金 
△204

現金及び現金同等物 13,318
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（セグメント情報等） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

 売上高 

 (1)外部顧客に対する売上高 70,816 12,278 33,217 11,757 128,070 － 128,070 

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
188 3,671 － － 3,860 △3,860 － 

計 71,005 15,949 33,217 11,757 131,930 △3,860 128,070 

 営業費用 65,179 15,411 30,293 10,586 121,470 26 121,496 

 営業利益 5,826 537 2,924 1,171 10,460 △3,887 6,573 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 

 資産 58,684 8,981 13,841 8,147 89,654 37,561 127,215 

 減価償却費 3,263 395 84 40 3,783 509 4,293 

 減損損失 48 － 21 － 69 227 296 

 資本的支出 1,308 69 45 11 1,434 363 1,797 

（注）１．事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主要な製品 

事業の種類別セグメントの名称 主要な製品 

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 

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 

工 
業 

製 

品 

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 

販 
 
 

売 
 
 

建材製品 
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 

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 
工 

事 

建材工事 
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ＯＡフロア工事の設計と施工 

３．会計方針の変更 

（工事契約に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」 ４．(4)に記載の通り、当連結会計年度より

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27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売上高が「保温保冷工事事業」で78百万円、「建材

工事事業」で158百万円それぞれ増加し、営業利益は「保温保冷工事事業」で９百万円減少、「建材工

事事業」で13百万円増加しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも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】 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 9,888 2,657 12,545  

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 128,070  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 7.7 2.1 9.8  

 

 

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

(1) 報告セグメントの決定方法 

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。 

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

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ＯＡ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、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。 

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31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 
(注１) 

連結 
財務諸表
計上額
（注２）

売上高    

  外部顧客への売上高 40,672 8,331 21,812 24,035 33,217 128,070 － 128,070

  セグメント間の内部売
上高又は振替高 

188 － － － － 188 △188 －

計 40,861 8,331 21,812 24,035 33,217 128,259 △188 128,070

セグメント利益又は損失
（△） 

3,814 △606 232 988 2,143 6,573 － 6,573

セグメント資産 30,612 10,169 22,723 16,696 14,999 95,200 32,015 127,215

その他の項目    

  減価償却費 1,363 591 1,658 530 148 4,293 － 4,293

  のれんの償却額 6 － 3 111 30 152 － 152

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

252 397 658 81 45 1,434 363 1,797

(注) １．調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント資産の調整額32,015百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。

全社資産の主なものは、提出会社の余剰運用資金（現金及び預金）、管理部門及び研究部門に係る資

産並びに繰延税金資産等であります。 

(2) 有形固定資産及び無形固定資産増加額の調整額363百万円は、管理部門及び研究部門に係る資産等の

設備投資額であります。 

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

ニチアス株式会社（5393）　平成23年３月期　決算短信

- 36 -



当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31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 
(注１) 

連結 
財務諸表
計上額 
（注２）

売上高    

  外部顧客への売上高 45,082 17,292 25,722 23,067 32,972 144,138 － 144,138

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

427 － － － － 427 △427 －

計 45,510 17,292 25,722 23,067 32,972 144,566 △427 144,138

セグメント利益 6,063 1,784 988 693 1,783 11,314 － 11,314

セグメント資産 33,426 13,204 20,864 15,414 14,310 97,220 26,253 123,474

その他の項目    

  減価償却費 1,232 744 1,691 429 138 4,236 － 4,236

  のれんの償却額 3 － 3 89 7 104 － 104

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

2,447 833 427 102 67 3,878 587 4,465

(注) １．調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント資産の調整額26,253百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。

全社資産の主なものは、提出会社の余剰運用資金（現金及び預金）、管理部門及び研究部門に係る資

産並びに繰延税金資産等であります。 

(2) 有形固定資産及び無形固定資産増加額の調整額587百万円は、管理部門及び研究部門に係る資産等の

設備投資額であります。 

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３．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、当連結会計年度より「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、当連結会計年度より

「建材」に統合し表示しております。 

 

（追加情報） 

当連結会計年度より「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。 
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【関連情報】 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

（単位：百万円） 

日本 アジア その他 合計 

127,985 14,621 1,530 144,138

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手がないため、記載はありませ

ん。 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31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 
全社・消去 合計 

減損損失 － － 600 － － 600 － 600

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31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 
全社・消去 合計 

当期末残高 1 － 2 27 － 32 － 32

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31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 
全社・消去 合計 

負ののれん
発生益 

60 － － 83 － 143 － 143

(注) 負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 

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。 

 

（企業結合等関係） 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（日本ロックウール㈱のロックウール断熱成形品販売事業の承継に関する会社分割） 

当社と連結子会社である日本ロックウール㈱は、平成22年８月23日開催の両社取締役会において、平成22年10

月１日を効力発生日として、日本ロックウール㈱の上記の事業を会社分割し当社が承継することを決議し、同日

付で吸収分割契約を締結いたしました。 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称およびその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名

称ならびに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称およびその事業の内容 

日本ロックウール㈱：ロックウール断熱成形品販売事業 

(2) 企業結合の法的形式 

当社を承継会社とし、日本ロックウール㈱を分割会社とする吸収分割 

(3) 結合後企業の名称 

ニチアス㈱ 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

本事業に係る、グループ内の製造・販売・流通ルートを整理統合し、より効率的な事業運営体制の構築

を図るため、平成22年10月１日付で日本ロックウール㈱のロックウール断熱成形品販売事業に関して有す

る一切の権利義務を当社で承継いたしました。 

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）および「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）に基づき、共

通支配下の取引として会計処理を行っております。 

なお、「事業分離等に関する会計基準」および「企業結合に係る会計基準」の適用により、当該分割に伴

う抱合せ株式消滅差益515百万円を、当社で特別利益として計上していますが、連結財務諸表作成にあたって

は内部取引として消去しております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 366円64銭

１株当たり当期純利益金額 70円10銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 411円30銭

１株当たり当期純利益金額 60円84銭

潜在株式調整後１株当り当期純利益金額 60円79銭
 

  

 

(注)１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 8,335 7,234 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 8,335 7,234 

普通株式の期中平均株式数（千株） 118,916 118,903 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） － 110 

（うち新株予約権） （－） （110）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

新株予約権４種類（新株

予約権の数1,224個）。 

新株予約権２種類（新株

予約権の数325個）。 

 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） 44,799 49,994 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 1,202 1,094 

（うち新株予約権）（百万円） （122） （122）

（うち少数株主持分）（百万円） （1,080） （972）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 43,596 48,899 

期末の普通株式の数（千株） 118,910 118,891 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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（生産、受注及び販売の状況） 

１．セグメント別生産高 

（単位：百万円、％） 

セグメントの名称 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

増減率 
当連結会計年度

構成比率 

工業製品 19,771  23,582  19.3   40.9  

高機能製品 5,421  12,345  127.7   21.4  

自動車部品 12,128  14,379  18.6   24.9  

建材 6,923  7,332  5.9   12.7  

合計 44,244  57,640  30.3   100.0  

 

２．セグメント別受注高 

（単位：百万円、％） 

セグメントの名称 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

増減率 
当連結会計年度

構成比率 

工業製品 41,609  45,783  10.0   31.9  

高機能製品 9,699  17,675  82.2   12.3  

自動車部品 22,471  25,675  14.3   17.9  

建材 23,032  23,038  0.0   16.1  

保温保冷工事 32,251  31,194  △3.3   21.8  

合計 129,063  143,367  11.1   100.0  

 

３．セグメント別売上高 

（単位：百万円、％） 

セグメントの名称 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

増減率 
当連結会計年度

構成比率 

工業製品 40,672  45,082  10.8   31.3  

高機能製品 8,331  17,292  107.6   12.0  

自動車部品 21,812  25,722  17.9   17.8  

建材 24,035  23,067  △4.0   16.0  

保温保冷工事 33,217  32,972  △0.7   22.9  

合計 128,070  144,138  12.5   100.0  

 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きく

ないと考えられるため、開示を省略しております。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,346 8,553

受取手形 4,048 4,665

売掛金 20,034 22,645

完成工事未収入金 9,471 9,132

商品及び製品 3,286 3,274

仕掛品 656 780

原材料及び貯蔵品 1,297 1,553

未成工事支出金 3,614 2,479

前払費用 192 191

短期債権 1,309 1,513

繰延税金資産 1,583 2,692

関係会社短期貸付金 2,290 4,296

未収入金 120 34

未収還付法人税等 209 35

その他 218 178

貸倒引当金 △561 △259

流動資産合計 58,118 61,768

固定資産   

有形固定資産   

建物 25,826 25,684

減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,298 △16,889

建物（純額） 9,527 8,794

構築物 2,934 2,939

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,388 △2,446

構築物（純額） 545 493

機械及び装置 33,426 33,868

減価償却累計額及び減損損失累計額 △29,789 △31,040

機械及び装置（純額） 3,637 2,827

車両運搬具 181 181

減価償却累計額及び減損損失累計額 △165 △169

車両運搬具（純額） 15 11

工具、器具及び備品 5,118 5,172

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,876 △4,854

工具、器具及び備品（純額） 241 318

土地 8,138 10,036

リース資産 182 249

減価償却累計額 △104 △120

リース資産（純額） 78 129

建設仮勘定 78 65

有形固定資産合計 22,262 22,677
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

無形固定資産   

のれん 108 27

借地権 51 50

ソフトウエア 197 226

リース資産 － 40

その他 43 43

無形固定資産合計 400 387

投資その他の資産   

投資有価証券 5,412 4,862

関係会社株式 10,041 10,019

出資金 4 4

長期貸付金 37 22

従業員に対する長期貸付金 4 5

関係会社長期貸付金 575 543

破産更生債権等 152 75

長期前払費用 26 44

繰延税金資産 6,283 1,838

敷金及び保証金 529 348

保険積立金 1,618 1,700

前払年金費用 1,030 1,088

その他 450 459

貸倒引当金 △954 △753

投資損失引当金 △890 △131

投資その他の資産合計 24,320 20,126

固定資産合計 46,983 43,191

資産合計 105,102 104,959

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,775 3,351

買掛金 14,040 15,188

1年内償還予定の社債 － 900

短期借入金 19,895 11,343

1年内返済予定の長期借入金 976 876

リース債務 34 71

未払金 2,779 6,635

未払費用 495 519

未払法人税等 154 151

未成工事受入金 1,090 438

前受金 17 38

預り金 115 150

賞与引当金 1,186 1,236

完成工事補償引当金 59 45

設備関係支払手形 55 230

その他 265 277

流動負債合計 43,940 41,454
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

固定負債   

社債 3,000 6,150

長期借入金 11,526 12,250

リース債務 45 106

長期未払金 3,043 32

退職給付引当金 1,369 1,314

役員退職慰労引当金 30 27

長期預り保証金 306 333

建材製品補償損失引当金 3,731 －

資産除去債務 － 402

固定負債合計 23,052 20,616

負債合計 66,993 62,070

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,283 9,283

資本剰余金   

資本準備金 9,724 9,724

その他資本剰余金 113 113

資本剰余金合計 9,838 9,838

利益剰余金   

利益準備金 2,176 2,176

その他利益剰余金   

研究開発積立金 350 350

固定資産圧縮積立金 124 117

別途積立金 12,331 12,331

繰越利益剰余金 4,699 9,937

利益剰余金合計 19,680 24,912

自己株式 △1,945 △1,953

株主資本合計 36,856 42,080

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,130 686

評価・換算差額等合計 1,130 686

新株予約権 122 122

純資産合計 38,108 42,888

負債純資産合計 105,102 104,959
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

製品売上高 20,492 27,121

商品売上高 49,294 60,073

完成工事高 34,684 33,958

売上高合計 104,471 121,152

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 1,690 1,287

当期製品製造原価 16,998 21,883

他勘定受入高 2,125 2,278

合計 20,814 25,449

他勘定振替高 2,965 3,011

製品期末たな卸高 1,287 1,274

製品売上原価 16,561 21,163

商品売上原価   

商品期首たな卸高 2,146 1,999

当期商品仕入高 38,353 46,772

合計 40,499 48,771

商品期末たな卸高 1,999 2,000

商品売上原価 38,500 46,770

完成工事原価   

期首未成工事支出金 3,252 3,614

当期工事原価 30,921 28,797

合計 34,174 32,411

期末未成工事支出金 3,614 2,479

完成工事原価 30,559 29,932

売上原価合計 85,621 97,865

売上総利益 18,849 23,286

販売費及び一般管理費   

販売費 4,698 4,991

一般管理費 11,367 11,597

販売費及び一般管理費合計 16,066 16,588

営業利益 2,783 6,698

営業外収益   

受取利息 53 57

受取配当金 1,315 364

受取賃貸料 596 666

受取手数料 110 104

その他 405 436

営業外収益合計 2,482 1,630
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 435 372

社債利息 19 60

為替差損 78 360

賃貸収入原価 336 327

社債発行費 54 70

コミットメントライン設定費用 55 －

その他 198 348

営業外費用合計 1,177 1,539

経常利益 4,088 6,788

特別利益   

固定資産売却益 247 0

新株予約権戻入益 25 －

貸倒引当金戻入額 101 －

建材製品補償損失引当金戻入額 7,000 3,094

投資損失引当金戻入額 － 758

抱合せ株式消滅差益 － 515

受取和解金 － 160

特別利益合計 7,374 4,529

特別損失   

固定資産除売却損 48 145

投資有価証券評価損 3 －

関係会社株式評価損 207 92

減損損失 246 600

災害による損失 － 137

ゴルフ会員権評価損 － 4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 389

特別損失合計 506 1,369

税引前当期純利益 10,956 9,949

法人税、住民税及び事業税 100 97

法人税等調整額 3,925 3,550

法人税等合計 4,026 3,647

当期純利益 6,929 6,302
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,283 9,283

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,283 9,283

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 9,724 9,724

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,724 9,724

その他資本剰余金   

前期末残高 113 113

当期変動額   

自己株式の処分 △0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 113 113

資本剰余金合計   

前期末残高 9,838 9,838

当期変動額   

自己株式の処分 △0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 9,838 9,838

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,176 2,176

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,176 2,176

その他利益剰余金   

研究開発積立金   

前期末残高 350 350

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 350 350

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 130 124

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △6 △6

当期変動額合計 △6 △6

当期末残高 124 117
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 12,331 12,331

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,331 12,331

繰越利益剰余金   

前期末残高 △2,237 4,699

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 6 6

剰余金の配当 － △1,070

当期純利益 6,929 6,302

当期変動額合計 6,936 5,237

当期末残高 4,699 9,937

利益剰余金合計   

前期末残高 12,750 19,680

当期変動額   

剰余金の配当 － △1,070

当期純利益 6,929 6,302

当期変動額合計 6,929 5,231

当期末残高 19,680 24,912

自己株式   

前期末残高 △1,941 △1,945

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △7

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △4 △7

当期末残高 △1,945 △1,953

株主資本合計   

前期末残高 29,930 36,856

当期変動額   

剰余金の配当 － △1,070

当期純利益 6,929 6,302

自己株式の取得 △4 △7

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 6,925 5,224

当期末残高 36,856 42,080
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 215 1,130

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 914 △443

当期変動額合計 914 △443

当期末残高 1,130 686

評価・換算差額等合計   

前期末残高 215 1,130

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 914 △443

当期変動額合計 914 △443

当期末残高 1,130 686

新株予約権   

前期末残高 63 122

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 58 －

当期変動額合計 58 －

当期末残高 122 122

純資産合計   

前期末残高 30,210 38,108

当期変動額   

剰余金の配当 － △1,070

当期純利益 6,929 6,302

自己株式の取得 △4 △7

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 973 △443

当期変動額合計 7,898 4,780

当期末残高 38,108 42,888
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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。 

 

６．役員の異動（平成23年６月29日付 下線部は変更箇所） 
           （本件に関しましては本年３月22日に発表済みであります。） 
 
 （１）代表取締役の異動 
  
          新            氏 名          現     
  

     代表取締役 専務執行役員     米

よね

 澤

ざわ

 靖

やす

 男

お

     取締役 常務執行役員 
      内部統制・内部監査・                 内部統制・内部監査・ 
      経理・業務担当                    経理・業務担当 
  
 （２）取締役・監査役の異動 
  
   ① 新任取締役候補者 
  

          新            氏  名         現   
  

     取締役 執行役員         富

とみ

 田

た

 雅

まさ

 行

ゆき

     執行役員 
      管理本部長                      管理本部長 
  

     取締役 執行役員         箕

み

 作

つくり

 重

しげ

 秋

あき

     執行役員 
      工事事業本部長                    工事事業本部長 
  

     取締役 執行役員         小

こ

 出

いで

   了

さとる

     執行役員 
      工業製品事業本部長                  工業製品事業本部長 
  
   ② 退任予定取締役   なし 
  
   ③ 新任監査役候補者 
  

     監 査 役    清

し

 水

みず

 康

やす

 男

お

  （現 当社九州支社長） 
             （６月29日の株主総会後に開催する監査役会の決議により常勤監査役に就任予定。） 

  

     社外監査役    江

え

 藤

とう

 洋

よう

 一

いち

  （現 弁護士、常石造船株式会社社外監査役） 
  
   ④ 退任予定監査役 

       西 原 暉 雄  （現 常勤監査役） 
       梶 谷   剛  （現 社外監査役） 
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 （３）執行役員の異動 
   ① 現任の執行役員のうち、富田雅行、箕作重秋、小出了は取締役に就任予定。 

     （上記（２）① を参照） 
 
   ② 新任執行役員 （いずれも役職の異動はありません。） 
  

      佐

さ

 藤

とう

 由

ゆう

次郎

じ ろ う

  （現 高機能製品事業本部副本部長兼営業統括部長） 
  

      斉

さい

 藤

とう

 浩

ひろ

 史

し

   （現 浜松研究所長） 
  

      中曽根

な か そ ね

 淳

じゅん

 一

いち

  （現 NICHIAS FGS SDN.BHD.代表取締役社長） 
  

      中

なか

 田

た

 公

きみ

 敬

のり

   （現 日本ロックウール株式会社代表取締役社長） 
  

      松

まつ

 岡

おか

 修

しゅう

 司

じ

  （現 新日本熱学株式会社代表取締役社長） 
  

      岩

いわ

 崎

さき

 章

あき

 彦

ひこ

   （現 工事事業本部副本部長兼営業統括部長） 
  
   ③ 退任執行役員 

      木 村 康 一   （現 研究開発本部長付）  
      佐 藤 文 徳   （現 新日本熱学株式会社執行役員） 
 
                                               以 上 
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４．補足説明資料 平成23年 5月 9日

平成23年3月期 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 (単位：百万円）

通期

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

前期比増減率

売上高 164,703 169,649 149,211 128,070 144,138 12.5%

営業利益 14,473 14,794 6,793 6,573 11,314 72.1%

営業利益率（％） 8.8% 8.7% 4.6% 5.1% 7.8%

経常利益 14,177 14,080 6,079 6,355 10,681 68.1%

経常利益率（％） 8.6% 8.3% 4.1% 5.0% 7.4%

当期純利益 7,625 △ 11,856 428 8,335 7,234 △ 13.2%

（又は当期純損失）

当期純利益（損失）率（％） 4.6% △ 7.0% 0.3% 6.5% 5.0%

１株当たり当期純利益(円） 64.16 △ 99.62 3.60 70.10 60.84 △ 13.2%

（又は１株当たり当期純損失）

総資産 130,116 149,533 137,708 127,215 123,474 △ 2.9%

純資産 51,509 37,466 34,755 44,799 49,994 11.6%

自己資本 50,625 36,381 33,750 43,596 48,899 12.2%

自己資本比率（％） 38.9% 24.3% 24.5% 34.3% 39.6%

有利子負債 28,100 39,419 52,020 41,444 32,872 △ 20.7%

有利子負債比率（％） 21.6% 26.4% 37.8% 32.6% 26.6%

設備投資額 5,119 6,820 5,375 1,797 4,465 148.4%

減価償却費 4,269 4,623 4,889 4,293 4,236 △ 1.3%

研究開発費 5,096 5,346 5,299 4,871 5,246 7.7%

（2）四半期連結業績推移 (単位：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 第3四半期 第4四半期

売上高 28,069 31,993 31,154 36,852 33,383 35,744 35,496 39,514

営業利益 828 1,648 2,016 2,063 2,558 2,753 2,836 3,154

営業利益率（％） 3.0% 5.2% 6.5% 5.6% 7.7% 7.7% 8.0% 8.0%

経常利益 999 1,480 1,976 1,899 2,363 2,516 2,631 3,170

経常利益率（％） 3.6% 4.6% 6.3% 5.2% 7.1% 7.0% 7.4% 8.0%

四半期純利益 526 915 1,350 5,543 793 1,371 1,651 3,417

四半期純利益率（％） 1.9% 2.9% 4.3% 15.0% 2.4% 3.8% 4.7% 8.6%
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