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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 3,727 △4.6 312 △23.8 282 △22.1 278 △17.0

23年3月期第2四半期 3,907 55.1 409 ― 362 ― 335 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 155百万円 （△19.9％） 23年3月期第2四半期 193百万円 （―％）

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2四半期 33.77 ―

23年3月期第2四半期 40.68 ―

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2四半期 11,713 9,432 80.5 1,144.92

23年3月期 11,323 9,319 82.3 1,130.91

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  9,432百万円 23年3月期  9,319百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00

24年3月期 ― 5.00

24年3月期（予想） ― 5.00 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、対前期増減率） 

（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

通期 7,800 5.2 620 3.7 650 14.5 460 △59.6 55.82



(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、四半期財務諸表に対する 

四半期レビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に掲載しております業務見通し等の将来に関する記述につきましては、当社グループが本資料の発表日現在にて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条件に基づいて作成しております。実際の業績等は、今後の経済情勢や市場動向等に関わるリスク不確定要因により変動する可能性があ 

ります。また、業績予想の背景や前提条件等の詳細につきましては、「添付資料」の２ページ「連結経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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2Q 8,425,200 株 23年3月期 8,425,200 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 187,011 株 23年3月期 184,846 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,239,103 株 23年3月期2Q 8,240,553 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災により寸断されたサプライチェーンが早期に

復旧し回復基調に転じるかと思われましたが、欧米諸国を中心とした経済の減速を発端とした円高や、原油や希少金

属の高騰をはじめ電力供給面における制約もあり、依然として先行き不透明な経営環境が続いております。 

当社の属する産業用スイッチ（操作用スイッチ）市場の出荷総額におきましても、東日本大震災の影響は大き

く、サプライチェーン復旧による企業の生産在庫確保の要求から一時的な回復基調にはあったものの、その後は足踏

み状態が続いております。 

このような経済環境の下、当社グループは、３ヵ年の新中期経営計画「Quantum Leap Breakthrough」をスタート

し、引き続き、「世界一の産業用スイッチメーカー」となるべく、北米市場におけるシェアアップを中計ビジョンに

掲げ、「競争力強化」と「体質強化」に尽力していくことを基本姿勢とし、社員一人一人が原点に戻り「自主性と責

任」を全うする中でグループ一丸となって推進しておりますが、当社も震災後の環境や円高の影響を受け、当第２四

半期連結累計期間の売上高は37億２千７百万円（前年同期比4.6％減）、営業利益は３億１千２百万円（前年同期比

23.8％減）、経常利益は２億８千２百万円（前年同期比22.1％減）、四半期純利益は２億７千８百万円（前年同期比

17.0％減）となりました。 

なお、セグメントの状況は次のとおりであります。 

（1） 日本 

ISシリーズ（多機能スイッチ）、特注品、及びタッチパネルの拡販、並びに特定市場の開拓に取り組みまし

たが、震災後の環境もあり、当第２四半期連結累計期間の売上高は31億５千９百万円（前年同期比4.9％減）と

なりました。 

（2） 米国 

中期経営計画「Quantum Leap Breakthrough」のビジョンである「北米市場におけるシェアアップ」をグルー

プ一丸のもと積極的に取り組み、現地通貨ベースでは前年同期比5.6%増となりましたが、円高の影響を受け当第

２四半期連結累計期間の売上高は８億１千８百万円（前年同期比5.2％減）となりました。 

（3） 中国 

中国市場の成長は著しく、NKKブランドの認知度も浸透しつつあり、現地通貨ベースでは順調にプラス成長

(前年同期比5.0%増)を続けておりますが、円高の影響を受け当第２四半期連結累計期間の売上高は９億６千１百

万円(前年同期比6.6％減)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（1） 資産 

資産合計は117億１千３百万円（前連結会計年度末比３億８千９百万円の増加）となりました。 

主な要因は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比２億８千２百万円の増加）、受取手形及び売掛金の

増加（前連結会計年度末比１億６千９百万円の増加）、原材料及び貯蔵品の増加（前連結会計年度末比１億５百

万円の増加）、固定資産の減少（前連結会計年度末比２億７百万円の減少）によるものであります。 

（2） 負債  

負債合計は22億８千１百万円（前連結会計年度末比２億７千６百万円の増加）となりました。 

主な要因は、支払手形及び買掛金の増加（前連結会計年度末比３億１千９百万円の増加）によるものであり

ます。 

（3） 純資産 

純資産合計は94億３千２百万円（前連結会計年度末比１億１千２百万円の増加）となりました。 

主な要因は、利益剰余金の増加（前連結会計年度末比２億３千７百万円の増加）、その他有価証券評価差額

金の減少（前連結会計年度末比５千５百万円の減少）、為替換算調整勘定の減少（前連結会計年度末比６千８百

万円の減少）によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月20日付にて公表した連結業績予想及び個別業績予想につきましては変更しておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 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
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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２四半期連結会計期間 

(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,203,764 5,485,948 

受取手形及び売掛金 1,346,368 1,515,836 

商品及び製品 671,622 726,346 

仕掛品 43,548 5,861 

原材料及び貯蔵品 1,053,078 1,158,723 

繰延税金資産 261,957 258,511 

その他 50,381 77,185 

貸倒引当金 △2,357 △2,490 

流動資産合計 8,628,364 9,225,922 

固定資産   

有形固定資産 1,575,685 1,493,325 

無形固定資産   

のれん 710 － 

その他 147,892 76,556 

無形固定資産合計 148,602 76,556 

投資その他の資産   

投資その他の資産 970,850 917,395 

貸倒引当金 △25 － 

投資その他の資産合計 970,824 917,395 

固定資産合計 2,695,113 2,487,277 

資産合計 11,323,477 11,713,199 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,027,636 1,347,163 

1年内返済予定の長期借入金 6,948 6,120 

未払法人税等 13,941 8,609 

引当金 111,780 120,809 

その他 368,205 317,288 

流動負債合計 1,528,511 1,799,990 

固定負債   

長期借入金 24,898 22,459 

繰延税金負債 50,367 32,370 

役員退職慰労引当金 172,300 179,700 

退職給付引当金 112,828 131,142 

その他 115,450 115,450 

固定負債合計 475,843 481,121 

負債合計 2,004,354 2,281,112 
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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２四半期連結会計期間 

(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 951,799 951,799 

資本剰余金 833,305 833,305 

利益剰余金 8,043,278 8,280,295 

自己株式 △156,192 △157,145 

株主資本合計 9,672,189 9,908,254 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 23,772 △31,237 

為替換算調整勘定 △376,839 △444,930 

その他の包括利益累計額合計 △353,066 △476,167 

少数株主持分 － － 

純資産合計 9,319,123 9,432,086 

負債純資産合計 11,323,477 11,713,199 
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 3,907,596 3,727,328 

売上原価 2,374,058 2,226,364 

売上総利益 1,533,538 1,500,963 

販売費及び一般管理費 1,124,040 1,188,920 

営業利益 409,497 312,043 

営業外収益   

受取配当金 7,221 14,732 

受取賃貸料 8,261 4,654 

その他 7,720 8,144 

営業外収益合計 23,203 27,531 

営業外費用   

支払利息 970 976 

賃貸収入原価 3,114 2,588 

為替差損 65,336 52,760 

その他 372 595 

営業外費用合計 69,793 56,920 

経常利益 362,907 282,654 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 630 

特別利益合計 － 630 

特別損失   

固定資産処分損 219 － 

投資有価証券評価損 500 － 

特別損失合計 719 － 

税金等調整前四半期純利益 362,188 283,284 

法人税、住民税及び事業税 29,817 4,418 

法人税等調整額 △2,867 646 

法人税等合計 26,949 5,065 

少数株主損益調整前四半期純利益 335,238 278,219 

少数株主利益 － － 

四半期純利益 335,238 278,219 
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 335,238 278,219 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △43,849 △55,010 

為替換算調整勘定 △97,666 △68,090 

その他の包括利益合計 △141,516 △123,100 

四半期包括利益 193,722 155,118 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 193,722 155,118 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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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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