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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） 

 

(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 8,176 △8.7 59 △69.1 75 △60.2 20 △80.2
23年3月期第1四半期 8,957 △21.9 191 ― 190 ― 103 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 39百万円 （△40.2％） 23年3月期第1四半期 65百万円 （―％）

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 0.92 ―
23年3月期第1四半期 4.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 19,597 6,682 34.1
23年3月期 20,830 6,732 32.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,682百万円 23年3月期  6,732百万円

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  ：  有  
 

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 ― 3.00 ― 4.00 7.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 3.00 ― 4.00 7.00

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  ：  有   

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) 17,000 △6.3 220 △48.5 225 △47.6 105 △58.1 4.72
通期 38,000 0.9 1,050 1.9 1,050 1.5 600 9.6 26.96
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(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  

(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、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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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 「(3)業績予想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   ：  有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 2,280,000 株 23年3月期 22,800,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 545,592 株 23年3月期 545,072 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 22,254,798 株 23年3月期1Q 22,256,666 株
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当第１四半期連結会計期間における国内経済は、東日本大震災により大きな打撃を受けました。復興に
よる景気回復の兆しが一部に見られるものの、生産や輸出が減少し、企業収益は圧迫され、設備投資の動
向も鈍化するなど厳しい状況が続き、また電力問題の深刻化や政局の混乱など先行きの不透明感は払拭で
きないまま推移しております。 
このようななか、オートパーツ事業では復興に向けた貨物輸送の需要増による大型車関連部品の販売が

増加傾向にあるものの、新車販売台数の低下や個人消費の低迷により、厳しい環境が続きました。プレシ
ジョンパーツ事業ではサプライチェーンの急速な復旧により回復基調にあるものの、震災による直接的な
被害に加え、部品供給網が寸断されたため自動車生産台数が落ち込み、大きな打撃を受けました。ＩＴ事
業や産業システム事業においても企業の設備・情報投資が先送りされるなど苦戦が続いております。 
その結果、当連結会計期間の連結売上高は8,176百万円（前年同期比8.7％減）、営業利益59百万円（前

年同期比69.1％減）、経常利益75百万円（前年同期比60.2％減）、四半期純利益20百万円（前年同期比
80.2％減）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。 
  

自社ブランドであるグリーン商品の売上は増加したものの、サブタンクなどの大型車関連部品の売上が
減少し、連結売上高は3,348百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益は３百万円（前年同期比94.0％減）
となりました。 
  

インジェクタ部品や電装関連部品などの精密加工部品の売上が減少し、連結売上高は4,061百万円（前
年同期比19.2％減）、営業利益は73百万円（前年同期比44.6％減）となりました。 
  

情報関連商品の売上が増加し、連結売上高は444百万円となりましたが、事業の黒字化には至らず、営
業損失は15百万円となりました。 
  

設備投資の先送り傾向の中、地道な提案活動により機材関連商品を中心に売上が増加し、連結売上高は
321百万円となりましたが、事業の黒字化には至らず、営業損失は２百万円となりました。 
  
  
  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は19,597百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,232百万円減
少いたしました。 
流動資産は、13,220百万円となり、1,223百万円減少いたしました。これは、主として受取手形及び売

掛金が1,026百万円減少したことなどによります。 
固定資産は、6,376百万円となり、８百万円減少いたしました。これは、主として有形固定資産が36百

万円減少したことなどによります。 
当第１四半期連結会計期間末の負債合計は12,915百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,182百万円

減少いたしました。 
流動負債は、12,232百万円となり、1,183百万円減少いたしました。これは、主として支払手形及び買

掛金が729百万円、未払法人税等が277百万円減少したことなどによります。 
固定負債は、682百万円となり、１百万円増加いたしました。これは、主として役員退職慰労引当金が

29百万円、リース債務が15百万円減少した一方で、退職給付引当金が48百万円増加したことなどによりま
す。 
当第１四半期連結会計期間末の純資産は6,682百万円となり、前連結会計年度末に比べ50百万円減少い

たしました。これは、主として利益剰余金が68百万円減少したことなどによります。 
  
  
  

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

［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
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平成24年３月期の業績予想につきましては、東日本大震災が当社グループの業績に与える影響を見通す
ことが難しいため未定としておりましたが、最近の状況および業績の動向等を想定し、業績予想を開示い
たします。 
  
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月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

 
尚、詳しくは本日公表しました「平成24年３月期業績予想および配当予想に関するお知らせ」をご覧く

ださい。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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) 17,000 220 225 105 4 72
通期 38,000 1,050 1,050 600 26 96

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) 16,800 215 210 100 4 49
通期 37,700 1,040 1,020 580 26 06
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当社は、前第３四半期連結累計期間より組織変更したことに伴い、報告セグメントを４区分に変更して
おります。 
これにより、前第１四半期連結累計期間の報告セグメントを変更後の区分にて組替えし作成しておりま

す。 
  
  
  
  
  

  
  
  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

（１）修正再表示
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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：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 1,629,784 1,490,726

受取手形及び売掛金 8,340,123 7,313,907

商品及び製品 2,485,951 2,512,513

その他のたな卸資産 27,276 29,622

未収入金 1,620,972 1,562,337

繰延税金資産 252,544 220,635

その他 106,152 107,514

貸倒引当金 △17,915 △16,324

流動資産合計 14,444,889 13,220,932

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,491,971 1,486,620

土地 3,044,689 3,044,689

その他（純額） 594,656 563,055

有形固定資産合計 5,131,317 5,094,365

無形固定資産 24,978 27,052

投資その他の資産   

投資有価証券 763,877 793,510

長期貸付金 140,547 134,767

繰延税金資産 － 643

その他 373,104 374,840

貸倒引当金 △48,398 △48,335

投資その他の資産合計 1,229,131 1,255,427

固定資産合計 6,385,427 6,376,845

資産合計 20,830,317 19,597,778

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,121,205 8,391,981

短期借入金 2,930,197 2,880,618

リース債務 127,501 118,724

未払法人税等 300,434 22,963

役員賞与引当金 32,020 9,175

その他 905,259 809,503

流動負債合計 13,416,618 12,232,965

固定負債   

リース債務 263,813 248,583

繰延税金負債 1,813 249

退職給付引当金 109,537 157,745

役員退職慰労引当金 263,574 234,224

資産除去債務 27,412 27,509

負ののれん 14,813 13,826

固定負債合計 680,966 682,139

負債合計 14,097,584 12,915,104
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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) 

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 3,518,474 3,449,920

自己株式 △151,394 △151,503

株主資本合計 6,658,817 6,590,154

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 156,100 170,162

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 △82,186 △77,643

その他の包括利益累計額合計 73,914 92,518

純資産合計 6,732,732 6,682,673

負債純資産合計 20,830,317 19,597,778
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 8,957,008 8,176,032

売上原価 7,276,802 6,556,446

売上総利益 1,680,206 1,619,585

販売費及び一般管理費 1,489,118 1,560,513

営業利益 191,088 59,071

営業外収益   

受取利息 993 791

受取配当金 9,314 13,207

仕入割引 9,709 9,364

負ののれん償却額 987 987

その他 5,145 9,627

営業外収益合計 26,150 33,978

営業外費用   

支払利息 7,323 4,445

手形売却損 5,292 4,681

売掛債権売却損 2,075 3,499

売上割引 3,998 4,050

為替差損 557 554

その他 7,950 265

営業外費用合計 27,197 17,496

経常利益 190,041 75,552

特別損失   

固定資産除却損 － 118

会員権評価損 1,050 －

災害による損失 － 1,427

投資有価証券評価損 6,295 －

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 30,592 1,546

税金等調整前四半期純利益 159,448 74,005

法人税、住民税及び事業税 △155,858 34,118

法人税等調整額 211,851 19,422

法人税等合計 55,992 53,540

少数株主損益調整前四半期純利益 103,455 20,465

四半期純利益 103,455 20,465
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 103,455 20,465

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41,524 14,061

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 1,524 3,679

持分法適用会社に対する持分相当額 1,831 863

その他の包括利益合計 △38,169 18,604

四半期包括利益 65,286 39,069

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 65,286 39,069

少数株主に係る四半期包括利益 － －

ニッパン（7563）平成24年３月期　第１四半期決算短信

- 8 -



該当事項はありません。 

  

 Ⅰ 前第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：千円）

 
(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。 

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

１．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

報告セグメント

調整額

四半期 
連結損益 

計算書計上額 
（注）

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

計

売上高

 外部顧客への売上高 3,377,459 5,026,668 310,938 241,942 8,957,008 ― 8,957,008

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― ― － ― ― ―

計 3,377,459 5,026,668 310,938 241,942 8,957,008 ― 8,957,008

セグメント利益 
 又は損失（△）

65,554 132,398 △3,398 △3,467 191,088 ― 191,088

２．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

 該当事項はありません。
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 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

         （単位：千円）

 
(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。 

  

  

  

  

該当事項はありません。 

  

１．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

報告セグメント

調整額

四半期 
連結損益 

計算書計上額 
（注）

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

計

売上高

 外部顧客への売上高 3,348,513 4,061,503 444,075 321,939 8,176,032 ― 8,176,032

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― ― － ― ― ―

計 3,348,513 4,061,503 444,075 321,939 8,176,032 ― 8,176,032

セグメント利益 
 又は損失（△）

3,943 73,289 △15,575 △2,586 59,071 ― 59,071

２．報告セグメントの変更等に関する事項

 当社は、前第３四半期連結累計期間より、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。

 これにより、前第１四半期連結累計期間の報告セグメントについては、変更後の４区分にて組替えし

作成しております。

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

 該当事項はありません。

（５）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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