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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 3,821 △34.4 △231 ― △291 ― △300 ―
23年3月期第1四半期 5,823 12.4 255 ― 261 ― 1 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △338百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △102百万円 （―％）

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 △25.26 ―
23年3月期第1四半期 0.11 ―

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 32,839 12,984 38.9
23年3月期 33,918 13,443 39.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  12,787百万円 23年3月期  13,230百万円

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 ― 10.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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   

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) 10,070 △10.9 20 △93.2 △90 ― △100 ― △8.41
通期 22,000 △16.2 100 △76.6 60 △84.2 10 ― 0.84



(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ますが、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、添付資料３
ページ「１．当四半期決算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」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 12,000,000 株 23年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 111,345 株 23年3月期 110,595 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 11,888,988 株 23年3月期1Q 11,891,384 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災に

より、企業の生産活動や輸出の停滞、電力供給不安等により経済活動が大きく低迷し、景気の先行きが

不透明の状況で推移しました。  

このような状況のなか、当社グループは、「製品力」、「サービス力」、「コスト力」の強化に引続

き取り組みましたが、大震災の影響で需要が落ち込み、売上高は38億21百万円（前年同四半期比34.4％

減）と大幅な減収となり、営業損失２億31百万円（前年同四半期は営業利益２億55百万円）、経常損失

２億91百万円（前年同四半期は経常利益２億61百万円）、四半期純損失３億円（前年同四半期は四半期

純利益１百万円）となりました。  

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。  

なお、営業損益は各セグメントに配賦していない調整額１億65百万円控除前の営業損益であります。

（電力・通信関連事業） 

東日本大震災により、鉄塔関係においては納期の順延等により売上げが減少し、また、金物関係にお

いても配電用、通信用金物とも需要は停滞しました。 

その結果、売上高は25億７百万円（前年同四半期比27.5%減）、営業利益は１億25百万円（同60.9%

減）となりました。 

  

（建築・道路関連事業） 

建築鉄骨関係、道路施設機材関係においても、東日本大震災復旧の遅れ、停滞により需要は低迷しま

した。 

その結果、売上高は７億31百万円（同56.1%減）、営業損失は１億90百万円（前年同四半期は営業利

益１億３百万円）となりました。 

  

（碍子・樹脂関連事業） 

碍子関係においては、災害復旧対策として一時的に需要が増えたものの前年同四半期に及ばず、樹脂

関係も低調に推移しました。 

その結果、売上高は５億82百万円（同16.6％減）、営業損失は１百万円（前年同四半期は営業利益16

百万円）となりました。 

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
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（資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べ10億79百万円減少し、328億39百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ９億36百万円減少し、163億53百万円となりました。主な要因

は受取手形及び売掛金が15億52百万円減少したことによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億42百万円減少し、164億86百万円となりました。主な要因

は投資有価証券が94百万円減少したことによるものであります。 

  

（負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ13億９百万円減少し、100億34百万円となりました。主な要因

は支払手形及び買掛金が12億66百万円減少したことによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ６億89百万円増加し、98億20百万円となりました。主な要因は

長期借入金が10億１百万円増加したことによるものであります。 

  

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ４億59百万円減少し、129億84百万円となりました。主な要因は

利益剰余金が４億19百万円減少したことによるものであります。 

  

現時点での連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想から変更は

ございません。  

  

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）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

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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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 5,711,630 5,304,480

受取手形及び売掛金 6,504,609 4,952,256

製品 1,169,161 1,221,362

仕掛品 2,859,161 3,782,980

原材料及び貯蔵品 643,372 662,474

その他 415,212 440,528

貸倒引当金 △12,894 △10,779

流動資産合計 17,290,253 16,353,302

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,673,275 2,628,192

機械及び装置（純額） 975,545 932,808

土地 10,514,457 10,514,457

その他（純額） 115,703 130,647

有形固定資産合計 14,278,982 14,206,106

無形固定資産 141,641 151,690

投資その他の資産

投資有価証券 1,239,062 1,144,723

その他 1,007,361 1,022,336

貸倒引当金 △38,354 △38,354

投資その他の資産合計 2,208,068 2,128,705

固定資産合計 16,628,692 16,486,501

資産合計 33,918,945 32,839,804
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,439,872 5,173,259

短期借入金 2,424,113 1,794,573

1年内返済予定の長期借入金 634,843 474,932

1年内償還予定の社債 386,000 736,000

未払法人税等 143,593 64,883

賞与引当金 366,808 533,823

役員賞与引当金 79,000 64,700

その他 870,287 1,192,489

流動負債合計 11,344,518 10,034,661

固定負債

社債 2,728,000 2,428,000

長期借入金 817,634 1,818,786

再評価に係る繰延税金負債 2,453,967 2,453,967

退職給付引当金 2,549,568 2,560,934

役員退職慰労引当金 275,599 257,983

その他 305,929 300,819

固定負債合計 9,130,698 9,820,490

負債合計 20,475,216 19,855,152

純資産の部

株主資本

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 30,708 30,708

利益剰余金 8,903,925 8,484,674

自己株式 △29,353 △29,608

株主資本合計 9,505,280 9,085,775

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 149,654 125,929

土地再評価差額金 3,575,436 3,575,436

その他の包括利益累計額合計 3,725,090 3,701,365

少数株主持分 213,358 197,511

純資産合計 13,443,728 12,984,652

負債純資産合計 33,918,945 32,839,804
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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 5,823,900 3,821,403

売上原価 4,848,179 3,375,511

売上総利益 975,720 445,892

販売費及び一般管理費 719,979 677,847

営業利益又は営業損失（△） 255,741 △231,954

営業外収益

受取利息 1,292 665

受取配当金 21,371 18,733

受取賃貸料 30,273 30,700

負ののれん償却額 1,764 －

その他 4,320 4,340

営業外収益合計 59,023 54,439

営業外費用

支払利息 27,482 25,887

賃貸費用 17,168 16,662

借入手数料 1,009 47,490

その他 7,292 23,475

営業外費用合計 52,953 113,515

経常利益又は経常損失（△） 261,811 △291,030

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,622 －

特別利益合計 4,622 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 128,708 －

固定資産除却損 1,713 －

投資有価証券評価損 － 56,144

その他 4,384 －

特別損失合計 134,806 56,144

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

131,627 △347,175

法人税、住民税及び事業税 110,909 31,564

法人税等調整額 31,664 △65,442

法人税等合計 142,573 △33,877

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △10,945 △313,297

少数株主損失（△） △12,246 △12,940

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,300 △300,356
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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損失（△） △10,945 △313,297

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △91,176 △24,962

その他の包括利益合計 △91,176 △24,962

四半期包括利益 △102,122 △338,259

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △88,149 △324,081

少数株主に係る四半期包括利益 △13,972 △14,177

那須電機鉄工㈱ (5922) 平成24年３月期　第１四半期決算短信

7



該当事項はありません。 

  

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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