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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

(注）前連結会計年度末より、連結財務諸表を作成しているため、平成23年3月期第1四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりませ
ん。  

(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 ％

24年3月期第1四半期 295 ― △36 ― △33 ― △53 ―

23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △53百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 ―百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △10.23 ―

23年3月期第1四半期 ― ―

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

24年3月期第1四半期 1,882 771 41.0 146.63
23年3月期 1,925 825 42.9 156.87

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  771百万円 23年3月期  825百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 ―

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 ―

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） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
(注）前連結会計年度末より、連結財務諸表を作成しているため、対前期及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。  

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) 600 ― △130 ― △130 ― △155 ― △29.46

通期 1,600 ― △70 ― △70 ― △90 ― △17.11



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 5,280,000 株 23年3月期 5,280,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 19,742 株 23年3月期 19,742 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,260,258 株 23年3月期1Q 5,260,638 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… Ｐ２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… Ｐ２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… Ｐ２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… Ｐ２ 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 ………………………………………………… Ｐ３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… Ｐ３ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… Ｐ３ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… Ｐ３ 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ………………………………………… Ｐ４ 

４．四半期連結財務諸表等 ………………………………………………………………… Ｐ５ 

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… Ｐ５ 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………… Ｐ７ 

四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… Ｐ７ 

四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………… Ｐ８ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… Ｐ９ 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… Ｐ９ 

  

  

○添付資料の目次

日本科学冶金㈱（5995）　平成24年３月期第１四半期決算短信

－1－



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、2011年3月11日に発生した東日本大震災により、材

料・部品等のサプライチェーンに甚大な支障が生じた影響や電力不足の問題で、広範囲にわたり生産活動

の急激な低下を招きました。サプライチェーンの復旧は急ピッチで進んではいるものの、先行き不透明感

は払拭できないまま低調に推移いたしました。 

このような中で、当社の機械部品・含油軸受・磁性材料の製品類については自動車関連や医療機器関連

などを中心に震災による生産調整の影響を受け、大幅に受注が減少いたしました。一方、主力製品である

光ピックアップベースは、主要顧客の震災特需などもあり、受注は順調に増加いたしましたが、自動車関

連などの製品の大幅受注減をカバーするには至りませんでした。この結果、第1四半期の業績につきまし

ては、売上高２億９千５百万円にとどまりました。 

利益面でも、あらゆる諸経費の削減に注力いたしましたが、上記売上高の低迷による減益を補えず、営

業損失３千６百万円、経常損失３千３百万円、四半期純損失５千３百万円となりました。 

  

(注）当社は、平成23年３月期末より連結決算を開始しました。したがいまして、前第１四半期連結累計

期間の記載は行っておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は18億８千２百万円、負債合計は11億１千１百万円、純資産

合計は７億７千１百万円となりました。 

  

業績予想につきましては、平成23年７月26日開示しました「業績予想の修正に関するお知らせ」の内

容から変更はありません。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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当社は前事業年度まで８期連続で営業損失及び経常損失を計上しており、当第１四半期連結累計期間

におきましても、36,076千円の営業損失、33,104千円の経常損失を計上しております。これは、主力製

品である光ピックアップベースが主要顧客の東日本大震災特需などもあり、受注は順調に増加したもの

の、自動車関連などを中心に震災による生産調整の影響を受けた機械部品・含油軸受・磁性材料製品の

大幅受注減をカバーするには至らない状況となったからであります。当該状況により、継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、昨年から経営体制を刷新し、経営再建に向けて収益性改善

や構造改革のための戦略などを方針に掲げて活動してきた結果、生産性改善やコスト低減について相当

の成果を出すことができましたので、今年度は成長路線への転換を目指し「販路拡大」「新規製品の受

注」「海外進出」を重点方針に据え、守りから攻めの戦略へと重点を移して、高付加価値事業への転換

と収益性の改善を図ってまいります。具体的には、光ピックアップベースは、現在準備中の海外事業の

早期立ち上げを進めて主要顧客からのコストダウン要求への対応を図るとともに、国内ではブルーレイ

用薄型光ピックアップベースの樹脂化など高付加価値製品の受注拡大を図ります。 

また、当社はＮＴＮ株式会社との連携により、当社の有する製品開発技術及び製造技術等を活かし、

お互いの技術、ノウハウを相互移転して生産性の向上を図ること等が、両社の事業拡大につながるので

はないかと考え、本年２月頃から両社の企業価値向上のための諸施策について協議・検討を重ねてまい

りました。その結果、ＮＴＮ株式会社は、当社を完全子会社化し、両社が一体となって事業を行うこと

によるシナジー効果の創出が、両社の企業価値の向上に非常に有益であると判断し、平成23年７月27日

開催のＮＴＮ株式会社取締役会において、当社を完全子会社化することを目的として、当社の発行済普

通株式の全てを公開買付けにより取得すること（以下「本公開買付け」という。）を決議しておりま

す。それに対し、当社は、平成23年７月27日開催の当社取締役会において、本公開買付けへの賛同の意

を表明する旨を決議いたしました。 

今期の業績については、国内事業は黒字化できる見通しとなっているものの、立ち上げ準備中の海外

子会社の事業はこれが採算ベースに乗るまでは諸費用の発生が先行するために、初年度は損失を計上す

る見込みとなっております。ただし、この海外子会社の初年度の損失は海外進出のための先行事業投資

として考えており、２年度目以降は黒字化し長期的に回収していく計画であります。 

 また、当面の運転資金については、必要に応じて手形の割引、有価証券の売却、事業家保険の解約等

で対応してまいります。 

しかし、今後の経済環境や販売計画及び業績の実現可能性に不透明な部分があること並びに本公開買

付けの買付期間が終了していないことから、当該対応を行った上でも現時点では継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められます。 

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 356,639 248,571

受取手形及び売掛金 317,122 325,060

商品及び製品 24,528 24,564

仕掛品 54,645 96,398

原材料及び貯蔵品 30,613 31,070

その他 35,614 48,742

貸倒引当金 △971 △984

流動資産合計 818,192 773,424

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 336,186 330,476

機械装置及び運搬具（純額） 44,802 47,347

工具、器具及び備品（純額） 4,652 4,516

土地 593,656 593,656

建設仮勘定 2,320 1,299

有形固定資産合計 981,618 977,297

投資その他の資産

投資有価証券 30,564 30,431

破産更生債権等 2,922 2,831

その他 95,143 96,305

貸倒引当金 △2,922 △2,831

投資その他の資産合計 125,707 126,736

固定資産合計 1,107,325 1,104,033

繰延資産

開業費 － 4,888

繰延資産合計 － 4,888

資産合計 1,925,518 1,882,347

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 83,146 127,581

短期借入金 339,204 319,605

1年内返済予定の長期借入金 58,392 58,392

未払法人税等 7,629 2,918

未払消費税等 5,121 －

賞与引当金 15,945 8,086

その他 102,617 116,240

流動負債合計 612,053 632,824
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

固定負債

長期借入金 187,210 172,612

退職給付引当金 158,597 164,282

役員退職慰労引当金 112,651 112,651

資産除去債務 24,674 24,815

その他 5,129 3,826

固定負債合計 488,262 478,186

負債合計 1,100,315 1,111,011

純資産の部

株主資本

資本金 919,000 919,000

資本剰余金 1,170,534 1,170,534

利益剰余金 △1,254,097 △1,307,885

自己株式 △14,289 △14,289

株主資本合計 821,147 767,359

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,055 3,975

為替換算調整勘定 － 0

その他の包括利益累計額合計 4,055 3,976

純資産合計 825,202 771,336

負債純資産合計 1,925,518 1,882,347
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(平成23年４月１日から
平成23年６月30日まで)

売上高 295,616

売上原価 267,524

売上総利益 28,092

販売費及び一般管理費 64,169

営業損失（△） △36,076

営業外収益

受取利息 19

受取配当金 272

作業屑売却益 814

助成金収入 5,936

雑収入 1,103

営業外収益合計 8,146

営業外費用

支払利息 4,161

手形売却損 58

雑損失 954

営業外費用合計 5,175

経常損失（△） △33,104

特別利益

貸倒引当金戻入額 78

特別利益合計 78

特別損失

固定資産処分損 5

減損損失 19,553

特別損失合計 19,558

税金等調整前四半期純損失（△） △52,584

法人税、住民税及び事業税 1,203

法人税等合計 1,203

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △53,787

四半期純損失（△） △53,787
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(平成23年４月１日から
平成23年６月30日まで)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △53,787

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △79

為替換算調整勘定 0

その他の包括利益合計 △78

四半期包括利益 △53,866

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △53,866
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当社は前事業年度まで８期連続で営業損失及び経常損失を計上しており、当第１四半期連結累計期間

におきましても、36,076千円の営業損失、33,104千円の経常損失を計上しております。これは、主力製

品である光ピックアップベースが主要顧客の東日本大震災特需などもあり、受注は順調に増加したもの

の、自動車関連などを中心に震災による生産調整の影響を受けた機械部品・含油軸受・磁性材料製品の

大幅受注減をカバーするには至らない状況となったからであります。当該状況により、継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、昨年から経営体制を刷新し、経営再建に向けて収益性改善

や構造改革のための戦略などを方針に掲げて活動してきた結果、生産性改善やコスト低減について相当

の成果を出すことができましたので、今年度は成長路線への転換を目指し「販路拡大」「新規製品の受

注」「海外進出」を重点方針に据え、守りから攻めの戦略へと重点を移して、高付加価値事業への転換

と収益性の改善を図ってまいります。具体的には、光ピックアップベースは、現在準備中の海外事業の

早期立ち上げを進めて主要顧客からのコストダウン要求への対応を図るとともに、国内ではブルーレイ

用薄型光ピックアップベースの樹脂化など高付加価値製品の受注拡大を図ります。 

また、当社はＮＴＮ株式会社との連携により、当社の有する製品開発技術及び製造技術等を活かし、

お互いの技術、ノウハウを相互移転して生産性の向上を図ること等が、両社の事業拡大につながるので

はないかと考え、本年２月頃から両社の企業価値向上のための諸施策について協議・検討を重ねてまい

りました。その結果、ＮＴＮ株式会社は、当社を完全子会社化し、両社が一体となって事業を行うこと

によるシナジー効果の創出が、両社の企業価値の向上に非常に有益であると判断し、平成23年７月27日

開催のＮＴＮ株式会社取締役会において、当社を完全子会社化することを目的として、当社の発行済普

通株式の全てを公開買付けにより取得すること（以下「本公開買付け」という。）を決議しておりま

す。それに対し、当社は、平成23年７月27日開催の当社取締役会において、本公開買付けへの賛同の意

を表明する旨を決議いたしました。 

今期の業績については、国内事業は黒字化できる見通しとなっているものの、立ち上げ準備中の海外

子会社の事業はこれが採算ベースに乗るまでは諸費用の発生が先行するために、初年度は損失を計上す

る見込みとなっております。ただし、この海外子会社の初年度の損失は海外進出のための先行事業投資

として考えており、２年度目以降は黒字化し長期的に回収していく計画であります。 

 また、当面の運転資金については、必要に応じて手形の割引、有価証券の売却、事業家保険の解約等

で対応してまいります。 

しかし、今後の経済環境や販売計画及び業績の実現可能性に不透明な部分があること並びに本公開買

付けの買付期間が終了していないことから、当該対応を行った上でも現時点では継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められます。 

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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