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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 84,188 6.2 2,523 △31.2 2,207 △4.6 95 △93.3

23年3月期第3四半期 79,253 31.3 3,664 ― 2,313 ― 1,422 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △1,674百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1,048百万円 （―％）

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3四半期 1.34 ―

23年3月期第3四半期 19.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 138,402 91,207 65.1
23年3月期 130,789 94,159 71.1

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  90,075百万円 23年3月期  92,979百万円

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 ― 6.50 ― 7.50 14.00
24年3月期 ― 7.50 ―

24年3月期（予想） 7.50 15.00

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  ：  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

通期 108,000 2.0 1,700 △66.4 1,600 △59.0 100 △96.2 1.40



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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およ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およ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Ｐ．２「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

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3Q 78,000,000 株 23年3月期 78,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 6,559,398 株 23年3月期 6,558,973 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 71,440,778 株 23年3月期3Q 71,442,404 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）のわが国経済は、平成23年３月に発生した

東日本大震災の影響により企業の生産活動や個人消費が落ち込むなか、一部では回復傾向が見られたものの、急激

な円高の進行などもあり、深刻な状況が続きました。海外においては、欧州の財政・金融危機を発端とした経済環

境の悪化、米国での失業率の高止まり、さらには中国経済成長の鈍化等により景気の減速感が強まりました。 

 当社グループの関連市場におきましては、上期では新興国における経済成長に伴う需要拡大もみられましたが、

下期以降は欧州の財政問題による悪影響も加わり、デジタル家電機器やパソコン等の製品在庫調整の動きが見られ

るなど電子部品需要は総じて低調に推移しました。 

 このような状況のなかで、当社グループは中期経営計画の経営ビジョンに沿って、高い成長力が期待できるエコ

関連機器、ＥＶ／ＨＶ（電気自動車／ハイブリッド車）、インバータ関連事業を当社経営の新たな柱とするため

に、環境関連のパワーエレクトロニクスビジネスを統括する「ネクスト（ＮＥＣＳＴ＝Nichicon Energy Control 

System Technology）プロジェクト」を立上げ、高い成長が期待できる環境、エネルギーおよび医療分野向け製品

の事業化を進めています。また、新興国市場における販売拡大に向け海外での生産増強と販売網の拡充を図るとと

もに、品質の向上や原価低減活動等に継続的に取り組んでいます。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は84,188百万円と前年同期比6.2％の増収となりました。し

かしながら、利益につきましては、営業利益は2,523百万円と前年同期比31.2％の減益、経常利益は2,207百万円と

前年同期比4.6％の減益、四半期純利益は95百万円と前年同期比93.3％の減益となりました。 

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（平成23年３月末）に比べ7,613百万円増加し

138,402百万円となりました。 

 主な増加の内容は、受取手形及び売掛金が3,158百万円増加し、有形固定資産も5,970百万円増加したことなどに

よるものです。 

 純資産は、前期末に比べ2,951百万円減少し91,207百万円となりました。また、自己資本比率は65.1％となりま

した。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、4,455百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半

期純利益1,725百万円の計上に加え、減価償却費が6,924百万円発生したことなどによるものです。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、10,241百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取

得による支出が10,373百万円となったことなどによるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、4,808百万円の収入となりました。これは主に、配当金の支払額が

1,071百万円となりましたが、短期借入金の純増減額2,000百万円の発生に加え、長期借入れによる収入が4,000百

万円となったことなどによるものです。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ1,461百万円減少し

12,681百万円となりました。 

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、平成23年11月４日（平成24年３月期第２四半期決算発表時）に公表しまし

た内容を変更しております。 

 詳細につきましては、本日（平成24年２月６日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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追加情報 

（１）会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

（２）持分法適用会社における韓国採択国際会計基準の適用 

 当連結会計年度より、持分法適用会社である三和電機株式会社（関連会社）の財務諸表については、韓国にお

いて平成23年１月１日以後開始する事業年度より韓国株式市場での公開企業に対して韓国採択国際会計基準が強

制適用されることから、当該会計基準を適用した三和電機株式会社の財務数値を基礎として、連結決算上必要な

修正を行うことにより連結財務諸表を作成しております。当該会計基準は遡及して適用され、前年四半期および

前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表および連結財務諸表となっております。 

 この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第３四半期連結累計期間の経常利益および税金等調整前四半期純利

益に与える影響は軽微であります。なお、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことによ

り、利益剰余金の前連結会計年度期首残高は240百万円増加しております。 

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,143 12,681

受取手形及び売掛金 28,465 31,623

有価証券 3,907 4,713

商品及び製品 7,389 8,543

仕掛品 5,276 5,973

原材料及び貯蔵品 4,937 5,362

その他 1,280 1,351

貸倒引当金 △85 △85

流動資産合計 65,315 70,163

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,174 15,636

機械装置及び運搬具（純額） 14,348 17,898

その他（純額） 6,154 7,114

有形固定資産合計 34,677 40,648

無形固定資産 606 563

投資その他の資産   

投資有価証券 27,727 24,898

その他 3,012 2,678

貸倒引当金 △549 △549

投資その他の資産合計 30,190 27,027

固定資産合計 65,474 68,239

資産合計 130,789 138,402
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,401 21,048

短期借入金 3,800 5,800

未払法人税等 1,079 853

賞与引当金 910 498

その他の引当金 36 －

その他 7,733 10,265

流動負債合計 30,960 38,465

固定負債   

長期借入金 － 4,000

退職給付引当金 3,677 3,356

その他 1,992 1,372

固定負債合計 5,670 8,729

負債合計 36,630 47,194

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,286 14,286

資本剰余金 17,069 17,069

利益剰余金 72,744 71,768

自己株式 △8,116 △8,116

株主資本合計 95,983 95,006

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,837 1,108

為替換算調整勘定 △4,841 △6,039

その他の包括利益累計額合計 △3,003 △4,931

新株予約権 88 －

少数株主持分 1,090 1,132

純資産合計 94,159 91,207

負債純資産合計 130,789 138,402
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 79,253 84,188

売上原価 66,927 72,857

売上総利益 12,326 11,330

販売費及び一般管理費 8,661 8,807

営業利益 3,664 2,523

営業外収益   

受取利息 173 169

受取配当金 248 297

持分法による投資利益 52 －

その他 145 195

営業外収益合計 619 662

営業外費用   

支払利息 32 28

持分法による投資損失 － 9

為替差損 1,826 627

その他 112 312

営業外費用合計 1,971 978

経常利益 2,313 2,207

特別利益   

新株予約権戻入益 8 88

その他 35 24

特別利益合計 44 112

特別損失   

固定資産処分損 24 30

投資有価証券評価損 － 563

特別損失合計 24 594

税金等調整前四半期純利益 2,334 1,725

法人税、住民税及び事業税 1,064 1,411

法人税等調整額 △329 28

法人税等合計 734 1,440

少数株主損益調整前四半期純利益 1,599 285

少数株主利益 177 190

四半期純利益 1,422 95
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,599 285

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △908 △718

為替換算調整勘定 △1,559 △1,139

持分法適用会社に対する持分相当額 △180 △101

その他の包括利益合計 △2,647 △1,960

四半期包括利益 △1,048 △1,674

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,212 △1,831

少数株主に係る四半期包括利益 164 157
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,334 1,725

減価償却費 5,610 6,924

投資有価証券評価損益（△は益） － 563

売上債権の増減額（△は増加） △4,539 △4,211

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,422 △2,880

仕入債務の増減額（△は減少） 4,169 4,953

その他 594 △1,520

小計 5,747 5,553

法人税等の支払額 △1,072 △1,571

その他 443 474

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,118 4,455

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 7,003 3,302

有形固定資産の取得による支出 △3,457 △10,373

投資有価証券の取得による支出 △6,219 △2,769

その他 △744 △401

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,418 △10,241

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） △600 2,000

長期借入れによる収入 － 4,000

配当金の支払額 △928 △1,071

その他 △81 △120

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,610 4,808

現金及び現金同等物に係る換算差額 △973 △483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △883 △1,461

現金及び現金同等物の期首残高 14,727 14,143

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,843 12,681
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 該当事項はありません。  

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）および当第３四半期連結累計期間（自 

平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

 当社グループは、「コンデンサおよびその関連製品」の製造ならびに販売を主な事業としており、各拠点に製品

の販売もしくは製造、またはその両方の機能を置き、本社はグループ全体の戦略を立案し、事業活動を展開してお

ります。当社グループは、各拠点別を基礎とした事業セグメントから構成されており、経営意思決定および業績評

価を行っておりますが、当該事業セグメントの経済的特徴、製品およびサービスの内容、製品の製造方法または製

造過程やサービスの提供方法などの要素が概ね類似していることから、「コンデンサおよびその関連製品」の単一

の報告セグメントとしており、記載を省略しております。 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

（１）所在地別業績 

 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

４．補足情報

  
日本 

（百万円） 

米国 

（百万円）

アジア 

（百万円）

欧州他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高                

(1)外部顧客に対する売

上高 
 34,926  4,613  35,430   4,282   79,253   －   79,253

(2)所在地間の内部売上

高又は振替高 
 19,425  1  2,438   2   21,867  (21,867)   －

計  54,352  4,615  37,869   4,284   101,121  (21,867)   79,253

営業利益  1,187  294  2,031   219  3,732  (67)  3,664

  
日本 

（百万円） 

米国 

（百万円）

アジア 

（百万円）

欧州他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高                

(1)外部顧客に対する売

上高 
 39,484  4,898  34,504   5,300   84,188   －   84,188

(2)所在地間の内部売上

高又は振替高 
 16,411  0  2,751   0   19,163  (19,163)   －

計  55,895  4,898  37,256   5,300   103,351  (19,163)   84,188

営業利益又は営業損失 (1,135)  498  2,064   966  2,393   129  2,523
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（２）海外売上高 

 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

（３）販売実績 

  米州   アジア  欧州他  計  

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,620  37,489   4,329   46,439

Ⅱ 連結売上高（百万円）    79,253

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 5.8  47.3   5.5   58.6

  米州 アジア 欧州他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,903  36,054   5,328   46,285

Ⅱ 連結売上高（百万円）    84,188

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 5.8  42.9   6.3   55.0

製品区分 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

増 減 

金 額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金 額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金 額 
（百万円） 

増減比 
（％） 

電子機器用  58,697  74.1   61,901  73.6  3,204  5.5

電力・機器用及び応用機器  8,179  10.3  8,291  9.8  112  1.4

回路製品  11,907  15.0   13,550  16.1  1,643  13.8

その他  470  0.6  445  0.5  △25  △5.4

合  計  79,253  100.0   84,188  100.0  4,934  6.2

ニチコン㈱（6996）平成24年3月期 第3四半期決算短信

- 10 -


