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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 18,612 10.2 3,095 44.1 3,135 41.9 1,848 47.5
23年3月期第3四半期 16,888 18.3 2,148 206.8 2,209 168.0 1,253 153.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,452百万円 （54.0％） 23年3月期第3四半期 942百万円 （―％）

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 87.00 ―
23年3月期第3四半期 58.98 ―

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3四半期 45,409 37,980 83.3 1,780.16
23年3月期 44,220 37,222 83.8 1,744.05
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  37,825百万円 23年3月期  37,058百万円

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 ― 7.50 ― 16.50 24.00
24年3月期 ― 16.00 ―
24年3月期（予想） 16.00 32.00

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 24,200 6.9 3,380 20.0 3,480 19.8 2,210 38.4 104.01



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ３「２．（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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 
 この四半期連結決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予
想数値と異なる場合があります。 

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3Q 21,803,295 株 23年3月期 21,803,295 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 554,645 株 23年3月期 554,589 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 21,248,689 株 23年3月期3Q 21,248,753 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では、ユーロ圏諸国や米国など先進国の財政・債務問題が市場で注目され、世界経済

の先行きに大きな影を投げかけました。欧州の債務問題収束にはまだ時間がかかり、輸出を念頭に置いた米政府の

ドル安容認もあって、為替は対ユーロ、対ドルで歴史的な円高となりました。また国内では、産業界は東日本大震

災に続く電力不足やタイ洪水など災害や事故に翻弄されました。 

 日本の景気は大震災からの持ち直しが続いているものの、国内製造業を苦しめている歴史的な円高克服の妙策は

見当たりません。欧米経済の不安や中国経済の減速予測もあり、平成23年10－12月期の実質成長率は0.1％程度に

とどまったと予想されています。しかし、東日本大震災の復興需要が本格化し、エコカー補助金や住宅エコポイン

ト制度など政策効果による内需下支えによって、日本経済への追い風が期待されます。 

 このような国内外市場の経営環境の中で、当社グループは、国内では設備投資やインフラの復旧・復興、自動車

生産の改善、工作・鍛圧機械など好調な業界向け需要に、海外ではアジア市場の堅調な需要継続に支えられて、売

上高が前第３四半期連結累計期間比二桁の伸び率となりました。利益は売上高の伸びに加えて、コストダウンの徹

底や経費削減効果によって大幅な増益となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における売上高は186億12百万円となり、前第３四半期連結累計期間168億88百万円と

比較すると10.2%の増収となりました。営業利益は30億95百万円となり、同21億48百万円と比較すると44.1%の増

益、経常利益は31億35百万円となり、同22億９百万円と比較すると41.9%の増益、四半期純利益は18億48百万円と

なり、同12億53百万円と比較すると47.5%の増益となりました。 

 セグメント別の業績は、次のとおりです。 

迅速流体継手事業は、国内は工作機械や自動車など製造業向けの需要が好調で、海外市場では設備投資需要が

増加したことによって、売上高は73億29百万円（前第３四半期連結累計期間比11.4%の増収）となりました。利益

面では、売上高の増加とコストダウン効果によって、営業利益14億41百万円（同49.9%の増益）となりました。 

機械工具事業は、国内は建設・土木など鉄骨加工向け工具・刃物の需要が回復し、アジア市場の堅調な需要と

も相まって、売上高は65億99百万円（同8.9%の増収）となりました。利益面では、経費削減とコストダウン効果に

よって、営業利益10億41百万円（同54.9％の増益）となりました。 

リニア駆動ポンプ事業は、国内で健康機器・医療機器に組み込むコンプレッサや浄化槽ブロワの需要が回復

し、売上高は31億26百万円（同10.3%の増収）となりました。利益面では売上げの増加によって、営業利益５億７

百万円（同12.4％の増益）となりました。 

建築機器事業は、国内の住宅・オフィスビル建築が低迷しているものの、主力の中心吊オートヒンジが堅調

で、売上高は15億57百万円（同10.3%の増収）となりました。厳しい価格競争が続いていますが、利益面では売上

げの増加によって、営業利益１億５百万円（同67.5％の増益）となりました。 

 海外売上高は、64億６百万円（前第３四半期連結累計期間比8.0%の増収）となり、海外売上高の連結売上高に占

める割合は34.4%となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間末の資産合計は、454億９百万円となり、前連結会計年度末と比較して11億88百万円

の増加となりました。  

 資産の部では、流動資産は325億61百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億87百万円の増加となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金の増加４億17百万円、原材料及び貯蔵品の増加３億58百万円、商品及び製品

の増加３億15百万円、現金及び預金の増加３億18百万円等によるものです。 

 固定資産は、128億48百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億99百万円の減少となりました。これは主

に減価償却費６億54百万円の計上に伴う減少、有形固定資産の取得５億17百万円による増加、繰延税金資産の減少

82百万円等によるものであります。 

 負債の部では、流動負債は、50億39百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億71百万円の増加となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金の増加10億73百万円、未払法人税等の減少５億84百万円、賞与引当金の減少

２億49百万円等によるものです。 

 固定負債は、23億88百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億58百万円の増加となりました。これは主

に、退職給付引当金の増加１億26百万円等によるものです。 

 純資産の部では、四半期純利益は18億48百万円でしたが、配当金の支払い６億90百万円があったため、利益剰余

金は、11億57百万円の増加で365億29百万円となりました。また為替換算調整勘定が３億63百万円の減少、その他

有価証券評価差額金が26百万円減少したため純資産の部は、379億80百万円となり、前連結会計年度末と比較して

７億58百万円の増加となりました。 

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 

連結業績予想につきましては、平成23年８月４日の「平成24年３月期 第１四半期決算短信」で公表いたしました

通期の連結業績予想から変更はありません。  

 なお、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。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当する事項はありません。  

  （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当する事項はありません。    

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（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 17,238 17,557

受取手形及び売掛金 5,581 5,999

有価証券 2,999 2,999

商品及び製品 2,538 2,854

仕掛品 177 207

原材料及び貯蔵品 1,625 1,984

繰延税金資産 696 694

その他 228 273

貸倒引当金 △12 △9

流動資産合計 31,073 32,561

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,647 9,661

減価償却累計額 △4,197 △4,448

建物及び構築物（純額） 5,450 5,212

機械装置及び運搬具 2,727 2,715

減価償却累計額 △2,158 △2,188

機械装置及び運搬具（純額） 568 527

工具、器具及び備品 5,439 5,549

減価償却累計額 △4,954 △5,096

工具、器具及び備品（純額） 485 452

土地 4,072 4,088

リース資産 323 403

減価償却累計額 △77 △122

リース資産（純額） 245 281

建設仮勘定 35 121

有形固定資産合計 10,858 10,684

無形固定資産   

その他 147 129

無形固定資産合計 147 129

投資その他の資産   

投資有価証券 1,020 993

長期貸付金 178 173

繰延税金資産 707 625

その他 250 257

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 2,141 2,033

固定資産合計 13,147 12,848

資産合計 44,220 45,409



（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 1,948 3,021

リース債務 54 62

未払法人税等 1,115 531

賞与引当金 526 276

役員賞与引当金 12 －

その他 1,111 1,148

流動負債合計 4,768 5,039

固定負債   

リース債務 191 218

退職給付引当金 1,681 1,807

役員退職慰労引当金 168 192

資産除去債務 25 25

その他 163 144

固定負債合計 2,229 2,388

負債合計 6,998 7,428

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,850 1,850

資本剰余金 1,925 1,925

利益剰余金 35,371 36,529

自己株式 △916 △916

株主資本合計 38,231 39,389

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 123 97

為替換算調整勘定 △1,296 △1,660

その他の包括利益累計額合計 △1,172 △1,563

少数株主持分 163 154

純資産合計 37,222 37,980

負債純資産合計 44,220 45,409



（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 16,888 18,612

売上原価 8,819 9,549

売上総利益 8,069 9,062

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,628 1,653

賞与引当金繰入額 137 152

退職給付費用 169 178

役員退職慰労引当金繰入額 24 23

販売促進費 476 501

研究開発費 652 555

その他 2,831 2,903

販売費及び一般管理費合計 5,920 5,967

営業利益 2,148 3,095

営業外収益   

受取利息 58 53

受取配当金 17 22

受取家賃 29 33

その他 53 47

営業外収益合計 159 155

営業外費用   

売上割引 59 66

為替差損 38 30

その他 0 18

営業外費用合計 98 115

経常利益 2,209 3,135

特別利益   

固定資産売却益 2 －

特別利益合計 2 －

特別損失   

固定資産除却損 1 －

固定資産売却損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 17 －

減損損失 6 －

退職給付費用 115 －

災害による損失 － 19

特別損失合計 141 19

税金等調整前四半期純利益 2,070 3,115

法人税等 811 1,258

少数株主損益調整前四半期純利益 1,259 1,857

少数株主利益 6 8

四半期純利益 1,253 1,848



（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 1,259 1,857

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18 △26

為替換算調整勘定 △297 △378

その他の包括利益合計 △316 △405

四半期包括利益 942 1,452

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 948 1,457

少数株主に係る四半期包括利益 △5 △5



  該当事項はありません。   

   

Ⅰ 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）  

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 

 セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

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。  

Ⅱ 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） 

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 

 セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

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。  

  該当事項はありません。   

   

（タイ国で発生した洪水による被害状況について） 

 当社の連結子会社である生産工場２社（NITTO KOHKI(THAILAND)CO.,LTD.、NITTO KOHKI COUPLING (THAILAND)

CO.,LTD.)の第３四半期決算日後に水害が発生し、棚卸資産、建物及び機械装置等の一部が冠水する被害を受けま

した。 

 この水害により被災した資産には保険が付されておりますが、廃棄および除却対象となる資産の帳簿価額および

修繕費等の発生額は現時点で未確定であります。なお、当面はタイ国にて生産しておりましたカプラとリニアコン

プレッサは、国内工場で代替生産を行っております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 迅速流体継
手 

機械工具 
リニア駆動
ポンプ 

建築機器 

売上高           

外部顧客への売上高  6,578  6,062  2,834  1,412  16,888

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － 

計  6,578  6,062  2,834  1,412  16,888

セグメント利益  961  672  451  62  2,148

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 迅速流体継
手 

機械工具 
リニア駆動
ポンプ 

建築機器 

売上高           

外部顧客への売上高  7,329  6,599  3,126  1,557  18,612

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  7,329  6,599  3,126  1,557  18,612

セグメント利益  1,441  1,041  507  105  3,095

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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