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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 8,195 22.7 △1,580 ― △1,557 ― △2,284 ―
23年3月期第3四半期 6,678 0.3 △1,301 ― △1,292 ― △1,247 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △2,318百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1,277百万円 （―％）

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 △379.06 ―
23年3月期第3四半期 △207.02 ―

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 13,630 7,231 53.1
23年3月期 15,412 9,580 62.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  7,231百万円 23年3月期  9,580百万円

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 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 5.00 5.00

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 13,500 △0.7 △1,080 ― △1,090 ― △1,605 ― △266.34



(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
半期連結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については、四半期決
算短信[添付資料]３ページ「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3Q 6,032,000 株 23年3月期 6,032,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 5,776 株 23年3月期 5,776 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 6,026,244 株 23年3月期3Q 6,027,497 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後によって大きく落ち込んだのち、

夏場にかけて回復しましたが、欧州債務問題の再燃、円高の進展などの影響から、年末にかけて回復ペ

ースは大きく鈍化し、依然として厳しい状況で推移しました。 

当社グループの主要事業であり、官需を主とする情報装置事業につきましては、公共投資が総じて低

調であり激しい競争のなか、その収益性については厳しい状況で推移しました。 

また、民需を主とする検査装置事業につきましては、企業の設備投資は震災に伴う計画の先送りや中

止などにより回復の動きは弱く、さらに顧客の新興国への生産拠点シフト等が響き、受注と収益は厳し

い状況で推移しました。 

このような状況のなか、当社グループでは、開発・製造・販売一体で受注の確保に努めるとともに、

顧客対応力およびコスト管理の強化等々構造改革に取り組んでまいりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高81億95百万円（前年同期比22.7％

増）、営業損失15億80百万円（前年同期は13億1百万円の損失）、経常損失15億57百万円（前年同期は

12億92百万円の損失）となり、検査装置事業の収益性悪化に伴う減損損失および繰延税金資産の取崩に

より、四半期純損失は22億84百万円（前年同期は12億47百万円の損失）となりました。また、当第３四

半期連結会計期間の末日現在の受注残高は52億55百万円（前年同期比54.9％減）となりました。 

なお、当社グループの主要事業である情報装置事業の大半は、官公庁向けの道路交通に関わる情報装

置関連製品であり、例年、売上高は第４四半期、特に期末に集中する傾向がありますので、第３四半期

連結累計期間の収益は、相対的に低水準となっております。 

セグメントの概況につきましては、次のとおりです。 

①情報装置事業 
高速道路会社向けの期首受注残物件を中心に売上を確保しましたが、公共投資減少の影響を受け、競

争の激化により収益は厳しい状況で推移しました。この結果、売上高76億42百万円（前年同期比23.4％

増）、営業損失5億15百万円（前年同期は2億14百万円の損失）となりました。なお、利益につきまして

は、ほぼ均等に発生する固定費に対して、売上高が期末に集中するといった季節的変動が大きいことか

ら、第３四半期連結累計期間では、赤字計上となっております。 
②検査装置事業 
企業の検査装置分野向けの設備投資抑制の状況が変わらないなか拡販に努力したものの、受注および

売上が思うように進みませんでした。この結果、売上高5億53百万円（前年同期比14.1％増）、営業損

失3億39百万円（前年同期は4億14百万円の損失）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 
(資産) 

当第３四半期連結会計期間末の資産は136億30百万円となり、前連結会計年度末と比較して17億82百

万円の減少となりました。 

 流動資産は98億31百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億98百万円の減少となりました。こ

れは、主として仕掛品が6億98百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が20億82百万円減少したこ

とによるものです。 

 固定資産は37億98百万円となり、前連結会計年度末と比較して4億84百万円の減少となりました。こ

れは、主として、保険積立金が80百万円減少したことと、繰延税金資産が50百万円減少したこと、ま

た、減損損失の計上等に伴い有形固定資産及び無形固定資産が2億72百万円減少したことによるもので

す。 

  

(負債) 
当第３四半期連結会計期間末の負債は63億98百万円となり、前連結会計年度末と比較して5億65百万

円の減少となりました。 

 流動負債は54億19百万円となり、前連結会計年度末と比較して5億4百万円の増加となりました。これ

は、主として賞与引当金が1億37百万円減少したものの、短期借入金が8億円増加したこと等によるもの

です。 

 固定負債は9億78百万円となり、前連結会計年度末と比較して61百万円の増加となりました。これ

は、主として長期借入金が33百万円減少したものの、退職給付引当金が77百万円増加したこと等による

ものです。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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(純資産) 
当第３四半期連結会計期間末の純資産は72億31百万円となり、前連結会計年度末と比較して23億48百

万円の減少となりました。これは、主として利益剰余金が23億14百万円減少したことによるものです。

  

通期の業績見通しにつきましては、第３四半期の実績を踏まえ、当第３四半期連結会計期間において

通期の業績を連結・個別ともに修正しております。詳細につきましては、本日開示の「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご覧ください。 

  
  

該当事項はありません。 

  

（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
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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 1,714,949 1,722,764

受取手形及び売掛金 7,238,607 5,155,964

製品 47,545 2,110

仕掛品 1,144,386 1,843,098

原材料及び貯蔵品 572,826 882,250

その他 412,296 225,969

貸倒引当金 △501 △272

流動資産合計 11,130,111 9,831,886

固定資産

有形固定資産

土地 1,882,330 1,882,330

その他（純額） 905,724 805,865

有形固定資産合計 2,788,054 2,688,195

無形固定資産 452,698 280,199

投資その他の資産

投資有価証券 863,127 798,162

その他 178,663 31,573

投資その他の資産合計 1,041,790 829,736

固定資産合計 4,282,543 3,798,131

資産合計 15,412,655 13,630,018

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,019,257 2,165,376

短期借入金 1,100,000 1,900,000

未払法人税等 39,550 13,179

賞与引当金 276,702 139,335

製品保証引当金 55,637 42,236

工事損失引当金 23,922 163,667

前受金 444,583 404,286

その他 955,143 591,012

流動負債合計 4,914,797 5,419,093

固定負債

長期借入金 33,980 －

退職給付引当金 818,886 896,561

役員退職慰労引当金 54,375 64,245

その他 10,419 18,150

固定負債合計 917,660 978,956

負債合計 5,832,458 6,398,049

名古屋電機工業㈱（6797）平成24年３月期　第３四半期決算短信

－4－



(単位：千円)

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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,100,005 1,100,005

資本剰余金 1,020,375 1,020,375

利益剰余金 7,417,951 5,103,527

自己株式 △3,390 △3,390

株主資本合計 9,534,940 7,220,516

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 45,256 11,451

その他の包括利益累計額合計 45,256 11,451

純資産合計 9,580,197 7,231,968

負債純資産合計 15,412,655 13,630,018
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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：千円)

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 6,678,233 8,195,476

売上原価 6,505,388 8,293,262

売上総利益又は売上総損失（△） 172,845 △97,786

販売費及び一般管理費 1,474,817 1,482,481

営業損失（△） △1,301,971 △1,580,267

営業外収益

受取利息 1,192 171

受取配当金 17,038 19,935

その他 5,537 13,405

営業外収益合計 23,769 33,512

営業外費用

支払利息 2,342 2,480

支払手数料 2,176 2,148

支払保証料 9,811 5,824

その他 0 146

営業外費用合計 14,331 10,598

経常損失（△） △1,292,533 △1,557,353

特別利益

固定資産売却益 23 327

受取和解金 22,000 －

投資有価証券割当益 20,700 －

償却債権取立益 8,379 －

貸倒引当金戻入額 3,379 －

特別利益合計 54,483 327

特別損失

固定資産売却損 5 771

固定資産除却損 3,001 3,542

投資有価証券評価損 － 6,806

減損損失 － 283,460

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,978 －

特別損失合計 11,985 294,579

税金等調整前四半期純損失（△） △1,250,035 △1,851,605

法人税、住民税及び事業税 21,497 27,658

法人税等調整額 △23,742 405,028

法人税等合計 △2,245 432,687

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,247,790 △2,284,292

四半期純損失（△） △1,247,790 △2,284,292
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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：千円)

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損失（△） △1,247,790 △2,284,292

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △30,093 △33,804

その他の包括利益合計 △30,093 △33,804

四半期包括利益 △1,277,883 △2,318,097

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,277,883 △2,318,097
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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) 

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 

 （単位：千円）

 
(注) １ セグメント損失(△)の調整額△673,860千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△673,860千円

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門および研究開発部門に係る費用であり

ます。 

２ セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

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 

 （単位：千円）

 
(注) １ セグメント損失(△)の調整額△725,270千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△725,270千円

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門および研究開発部門に係る費用であり

ます。 

２ セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

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 

(固定資産に係る重要な減損損失) 

「検査装置事業」セグメントの事業用資産について、回収可能価額が帳簿価額を下回ると判断された

ため、283,460千円の減損損失を計上しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２情報装置事業 検査装置事業 計

売上高

 外部顧客への売上高 6,193,249 484,984 6,678,233 ― 6,678,233

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,193,249 484,984 6,678,233 ― 6,678,233

セグメント損失(△) △214,028 △414,082 △628,111 △673,860 △1,301,971

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２情報装置事業 検査装置事業 計

売上高

 外部顧客への売上高 7,642,303 553,172 8,195,476 ― 8,195,476

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 7,642,303 553,172 8,195,476 ― 8,195,476

セグメント損失(△) △515,505 △339,491 △854,997 △725,270 △1,580,267
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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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