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1. � �平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) �連結財政状態 

 

(3) �連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) �連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 15,256 6.2 1,455 7.2 1,752 8.5 1,034 6.5
23年3月期 14,362 38.4 1,357 ― 1,615 ― 971 528.3

（注）包括利益 24年3月期 856百万円 （△28.5％） 23年3月期 1,197百万円 （△11.6％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 37.30 ― 2.4 3.7 9.5
23年3月期 35.03 ― 2.3 3.5 9.5

（参考） �持分法投資損益 24年3月期 � �―百万円 23年3月期 � �―百万円

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 46,807 42,801 91.4 1,543.26
23年3月期 47,103 42,535 90.3 1,533.65
（参考） �自己資本 � � 24年3月期 � �42,801百万円 23年3月期 � �42,535百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 1,357 △79 △591 4,346
23年3月期 2,590 △2,810 △342 2,617

2. � �配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 7.00 ― 11.00 18.00 499 51.4 1.2
24年3月期 ― 10.00 ― 11.00 21.00 582 56.3 1.4
25年3月期(予想) ― 11.00 ― 16.00 27.00 65.1

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 

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) 7,900 3.8 740 △6.3 800 △8.3 450 △16.0 16.23
通期 16,300 6.8 1,800 23.7 1,950 11.3 1,150 11.2 41.46



※ � �注記事項 
(1) �期中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） ： 有  

（注） 詳細は、添付資料Ｐ.13「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) �会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) �発行済株式数（普通株式） 

新規 2社 （社名）
日静貿易（上海）有限公司、日静減速
機製造（常州）有限公司

、 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 29,194,673 �株 23年3月期 29,194,673 �株

② �期末自己株式数 24年3月期 1,460,361 �株 23年3月期 1,460,063 �株

③ �期中平均株式数 24年3月期 27,734,444 �株 23年3月期 27,734,837 �株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) �個別財政状態 

  

(1) �個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 15,085 5.5 1,454 10.6 1,767 11.9 1,053 11.2
23年3月期 14,301 38.3 1,315 ― 1,579 ― 948 437.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 38.00 ―
23年3月期 34.18 ―

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 46,468 42,509 91.5 1,532.74
23年3月期 46,777 42,207 90.2 1,521.84
（参考） �自己資本 24年3月期 � �42,509百万円 23年3月期 � �42,207百万円

※ �監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中であります。 

※ �業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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、本資料発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今
後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法） 
 当社は、平成24年5月15日（火）にアナリスト向け説明会を開催する予定であります。この説明会の資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載
する予定であります。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

・当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興が進むにつれ景気は緩やかなが

らも持ち直しの動きが続きましたが、欧州の政府債務問題の長期化や円高の進行などの影響により

先行き不透明な状況で推移しました。 
このような状況の中、当社グループにおきましては、昨年３月に、「グローバル化へのスピード＆

チャレンジ」をスローガンとした３年間の中期経営計画「グローバル・アクション2013」を策定し、

その実現に取り組んでおります。 

その結果、当連結会計年度の売上高は15,256百万円（前連結会計年度比6.2％増）となりました。 

 利益面におきましては、売上高の増加に伴う粗利益の増加等により、営業利益 1,455 百万円（同

7.2％増）となりました。また、経常利益は受取利息等営業外収益の発生により 1,752 百万円（同

8.5％増）となり、当期純利益は、1,034 百万円（同 6.5％増）となりました。 

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①減速機 

国内売上は設備投資の回復等により前連結会計年度比5.8％増となりました。海外売上もアジ

ア向けの増加により、前連結会計年度比 8.0％増となり、減速機合計は 10,707 百万円（同 6.3％

増）となりました。 

利益面におきましては、売上高は増加したものの円高、労務費の増加、販売管理費の増加等に

よりセグメント利益 1,066 百万円（同3.7％減）となりました。 

②歯車 

国内売上は自動車及びロボット用歯車等の増加により、前連結会計年度比 7.6％増となりまし

た。海外売上は北米市場向け電動工具用歯車の減少により、前連結会計年度比 23.1％減となり、

歯車合計は 4,399 百万円（同 6.2％増）となりました。 

利益面におきましては、減価償却費等経費の減少によりセグメント利益 236 百万円（同 80.5％

増）となりました。 

③不動産賃貸 

愛知県名古屋市内に賃貸マンション２棟を運営しております。売上高は 149 百万円（前連結会

計年度比 0.7％減）、セグメント利益は修繕費用の減少により 92百万円（同 22.3％増）となりま

した。 

 

・次期の見通し 

 経済を取り巻く環境は依然として厳しい状況にありますが、添付資料 P.４「（２）中長期的な会

社の経営戦略と対処すべき課題及び目標とする経営指標」の諸施策を実行することにより、次期の

業績見通しについては、連結売上高 16,300 百万円、連結経常利益 1,950 百万円、連結当期純利益

1,150 百万円を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

  （イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ 22.1％増加し、14,936 百万円となりました。これは、

主として有価証券が 1,324 百万円増加し、当期より新たに連結の範囲に海外子会社を加えたこ

と等により、現金及び預金が 814 百万円増加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 8.6％減少し、31,871 百万円となりました。これは、

主として投資有価証券が有価証券への振替等により 2,511 百万円減少したことなどによるもの

であります。 

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ 0.6％減少し、46,807 百万円となりました。 

（ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ 7.1％減少し、2,445 百万円となりました。これは、主

として未払法人税等が 220 百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が 623 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 19.4％減少し、1,560 百万円となりました。これは、

主として投資有価証券の時価評価等により繰延税金負債が 310 百万円減少したことなどによる

ものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ 12.3％減少し、4,006百万円となりました。 

（ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 0.6％増加し、42,801 百万円となりました。これは、

主として当期純利益の発生などにより利益剰余金が 449 百万円増加したことなどによるもので

あります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は連結の範囲の変更に

伴う現金及び現金同等物が 1,056 百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ 1,728 百

万円増加し、4,346 百万円となりました。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は 1,357 百万円（前連結会計年度比 47.6％減）となりました。

増加要因として、税金等調整前当期純利益 1,737 百万円、減価償却費 1,293 百万円があり、減

少要因として、仕入債務の減少額 655 百万円、法人税等の支払額 450 百万円、たな卸資産の増

加額 262 百万円があります。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は79百万円（前連結会計年度比 97.2％減）となりました。増加

要因として、有価証券の売却及び償還による収入 3,794 百万円があり、減少要因として、投資

有価証券の取得による支出 2,371 百万円、有形固定資産の取得による支出 1,358 百万円があり

ます。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は 591 百万円（前連結会計年度比 72.9％増）となりました。減

少要因として、配当金の支払額582 百万円があります。 
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（参考）キャッシュ・フローの関連指標の推移 

 平 20.03 期 平 21.03 期 平 22.03 期 平 23.03 期 平 24.03 期 

自己資本比率（％） 90.6 92.8 92.0 90.3 91.4 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
66.7 42.5 41.0 41.8 44.2 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比

率（％） 
― ― ― ― ― 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ（倍） 52.3 56.0 36.9 37.4 18.7 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産  
   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ：キャッシュ・フロー／利払い 
  ・いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
  ・株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
  ・キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は平成21年３月期より配当の基本方針を「重大な財務状況の変化がないことを前提として、配

当性向50％以上を目処に配当を決定する」こととしております。 

平成24年３月期につきましては、正式には平成24年５月10日開催予定の取締役会で決定いたします

が、業績および財務状況を勘案し、年間配当金を１株につき21円とする予定です。平成23年11月25日

に１株につき10円の中間配当金をお支払いいたしましたので、当事業年度の期末配当金は11円となり

ます。また、配当金の支払開始日（効力発生日）は平成24年６月１日の予定です。 

なお、平成25年３月期につきましては、普通配当22円に加え、期末配当に創立70周年記念配当を５

円上積みし、年間配当金27円とする予定であります。 

 

２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループの経営理念は、「私たちは良き企業市民であるとともに、活性化した企業風土を実現

し、自主性・創造性・チームプレイにより、３つの満足（顧客・株主・従業員）を徹底追求します。」

です。 

３つの満足につきましては、まず顧客満足を優先し、あわせて雇用の安定を基本に、より一層従

業員満足を追求することで業績及び株主還元の向上を図り、株主満足を高めていくことを経営の基本

方針としております。 

（２）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題及び目標とする経営指標 

当社グループは 2011年３月に、中期経営計画「グローバル・アクション 2013（2011～2013 年度）」

を策定し、その初年度にあたる 2011年度は、業績目標をほぼ達成し、順調なスタートを切ることが

できました。 

今後の景気の見通しにつきましては、震災復興等の施策による国内需要の高まりが期待されます

が、海外経済の下振れ懸念や円高の長期化等、引き続き不透明な状況が続くものと予想されます。 

このような状況の下、2012 年度は、中期経営計画の２年目として以下の課題に取り組み、計画達

成に邁進してまいります。 
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①中期経営計画の基本方針 

『グローバル化へのスピード＆チャレンジ』をスローガンに、事業環境の変化に対応でき

る強靭な企業体質を創り上げる。 
②数値目標（2012 年度） 

売上高 163億円以上 

営業利益率 11％以上 

海外売上高比率（減速機） 26％以上 

③セグメント別事業戦略 
イ）減速機事業 

国内市場で安定した収益の確保と海外市場開拓 
・主力製品のモデルチェンジと新製品開発 
・特定顧客向け特注減速機の受注拡大 
・中国を中心としたアジアでの市場開拓 
・中国製造子会社の基盤づくり（現地調達の拡大） 

ロ）歯車事業 
安定収益事業への変革 
・ロボット・工作機械・自動車業界への積極的営業活動 
・精密歯車の生産能力の向上（新工場の建設着手） 
・ものづくりの効率化推進（歯車生産システム改善） 
・新歯車技術の開発 

 
また、内部統制につきましては、財務報告の信頼性をより向上させるため、継続的な改善を実施

するとともに、業務の有効性・効率性に係る内部統制システムを強化するため、内部統制部門・内

部監査室・監査委員会の連携を強化してまいります。 
なお、当社は本年３月に創立 70 周年を迎えました。こうした節目の年を迎え、経営理念にあり
ます「良き企業市民」、「自主性・創造性・チームプレイで 3つの満足（顧客・株主・従業員）の追
求」を徹底し、今後も社会から高い信頼と支持が得られる企業グループを目指してまいります。 
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３．連結財務諸表等 
 �(1) �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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 359 1,174 

受取手形及び売掛金 3,712 3,936 

有価証券 6,057 7,382 

製品 277 263 

仕掛品 1,301 1,475 

原材料及び貯蔵品 324 423 

繰延税金資産 115 133 

その他 91 148 

貸倒引当金 △3 △0 

流動資産合計 12,237 14,936 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,039 4,452 

機械装置及び運搬具（純額） 3,466 3,195 

土地 2,303 2,303 

リース資産（純額） 35 27 

建設仮勘定 43 185 

その他（純額） 229 196 

有形固定資産合計 10,118 10,361 

無形固定資産   

その他 41 105 

無形固定資産合計 41 105 

投資その他の資産   

投資有価証券 21,013 18,502 

事業保険積立金 1,552 1,700 

その他 2,139 1,207 

貸倒引当金 △0 △5 

投資その他の資産合計 24,706 21,404 

固定資産合計 34,866 31,871 

資産合計 47,103 46,807 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,132 508 

リース債務 9 9 

未払金 143 290 

未払費用 891 944 

未払法人税等 285 506 

その他 168 185 

流動負債合計 2,631 2,445 

固定負債   

リース債務 28 19 

繰延税金負債 1,199 889 

退職給付引当金 593 527 

役員退職慰労引当金 114 119 

その他 0 4 

固定負債合計 1,937 1,560 

負債合計 4,568 4,006 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,475 3,475 

資本剰余金 2,575 2,575 

利益剰余金 35,714 36,163 

自己株式 △1,283 △1,283 

株主資本合計 40,481 40,930 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,137 1,968 

為替換算調整勘定 △84 △97 

その他の包括利益累計額合計 2,053 1,870 

純資産合計 42,535 42,801 

負債純資産合計 47,103 46,807 
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 �(2) �連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
  �連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 �平成22年４月１日 

 � �至 �平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 �平成23年４月１日 
 � �至 �平成24年３月31日) 

売上高 14,362 15,256 

売上原価 10,407 10,886 

売上総利益 3,955 4,370 

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 345 356 

従業員給料及び賞与 831 915 

退職給付費用 32 36 

福利厚生費 153 177 

減価償却費 88 106 

試験研究費 336 362 

その他 809 959 

販売費及び一般管理費合計 2,597 2,914 

営業利益 1,357 1,455 

営業外収益   

受取利息 173 133 

受取配当金 89 118 

デリバティブ評価益 14 － 

物品売却益 85 88 

その他 12 68 

営業外収益合計 376 409 

営業外費用   

支払利息 2 2 

売上割引 67 70 

為替差損 33 － 

デリバティブ評価損 － 20 

デリバティブ費用 12 15 

その他 3 4 

営業外費用合計 118 113 

経常利益 1,615 1,752 

特別利益   

固定資産売却益 1 2 

貸倒引当金戻入額 1 － 

特別利益合計 2 2 

特別損失   

固定資産売却損 0 1 

固定資産除却損 11 9 

投資有価証券評価損 － 6 

その他 0 － 

特別損失合計 12 17 

税金等調整前当期純利益 1,605 1,737 

法人税、住民税及び事業税 295 673 

法人税等調整額 339 29 

法人税等合計 634 702 

少数株主損益調整前当期純利益 971 1,034 

当期純利益 971 1,034 
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  �連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 �平成22年４月１日 

 � �至 �平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 �平成23年４月１日 
 � �至 �平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 971 1,034 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 253 △169 

為替換算調整勘定 △28 △9 

その他の包括利益合計 225 △178 

包括利益 1,197 856 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,197 856 

少数株主に係る包括利益 － － 
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 �(3) �連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 �平成22年４月１日 

 � �至 �平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 �平成23年４月１日 

 � �至 �平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,475 3,475 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,475 3,475 

資本剰余金   

当期首残高 2,575 2,575 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,575 2,575 

利益剰余金   

当期首残高 35,075 35,714 

当期変動額   

剰余金の配当 △332 △582 

当期純利益 971 1,034 

連結範囲の変動 － △2 

自己株式の処分 － △0 

当期変動額合計 638 449 

当期末残高 35,714 36,163 

自己株式   

当期首残高 △1,283 △1,283 

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 － 0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △1,283 △1,283 

株主資本合計   

当期首残高 39,843 40,481 

当期変動額   

剰余金の配当 △332 △582 

当期純利益 971 1,034 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 － 0 

連結範囲の変動 － △2 

当期変動額合計 638 449 

当期末残高 40,481 40,930 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 �平成22年４月１日 
 � �至 �平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 �平成23年４月１日 

 � �至 �平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,883 2,137 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 253 △169 

当期変動額合計 253 △169 

当期末残高 2,137 1,968 

為替換算調整勘定   

当期首残高 △56 △84 

当期変動額   

連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の
増減

－ △4 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28 △9 

当期変動額合計 △28 △13 

当期末残高 △84 △97 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 1,827 2,053 

当期変動額   

連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の
増減

－ △4 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 225 △178 

当期変動額合計 225 △183 

当期末残高 2,053 1,870 

純資産合計   

当期首残高 41,671 42,535 

当期変動額   

剰余金の配当 △332 △582 

当期純利益 971 1,034 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 － 0 

連結範囲の変動 － △2 

連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の増
減 － △4 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 225 △178 

当期変動額合計 864 266 

当期末残高 42,535 42,801 
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 �(4) �連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 �平成22年４月１日 

 � �至 �平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 �平成23年４月１日 

 � �至 �平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,605 1,737 

減価償却費 1,348 1,293 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △153 △66 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 3 

受取利息及び受取配当金 △262 △251 

支払利息 2 2 

固定資産売却損益（△は益） △0 △0 

固定資産除却損 11 9 

売上債権の増減額（△は増加） △790 △231 

たな卸資産の増減額（△は増加） 109 △262 

仕入債務の増減額（△は減少） 417 △655 

その他 49 △74 

小計 2,323 1,501 

利息及び配当金の受取額 265 302 

利息の支払額 △2 △2 

法人税等の支払額 △28 △450 

法人税等の還付額 32 5 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,590 1,357 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △199 － 

有価証券の売却及び償還による収入 6,466 3,794 

有形固定資産の取得による支出 △560 △1,358 

有形固定資産の除却による支出 △2 － 

有形固定資産の売却による収入 2 8 

無形固定資産の取得による支出 △15 △81 

投資有価証券の取得による支出 △8,817 △2,371 

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,300 51 

出資金の払込による支出 △1,014 － 

保険積立金の積立による支出 △49 △230 

保険積立金の解約による収入 80 97 

貸付けによる支出 △1 △1 

貸付金の回収による収入 1 11 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,810 △79 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △6 △9 

自己株式の売却による収入 － 0 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △335 △582 

財務活動によるキャッシュ・フロー △342 △591 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35 △14 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △597 672 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） － 1,056 

現金及び現金同等物の期首残高 3,215 2,617 

現金及び現金同等物の期末残高 2,617 4,346 

株式会社　ニッセイ（6271）　平成24年３月期　決算短信

－12－



 

 

 
（５）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１． 連結の範囲に関する事項 
すべての子会社を連結しております。 

  連結子会社の数 
   ４社 
  連結子会社の名称 
   フジタカ工業株式会社 

   NISSEI CORPORATION OF AMERICA 

   日静貿易（上海）有限公司 

   日静減速機製造（常州）有限公司 

前連結会計年度において非連結子会社であった、日静貿易（上海）有限公司及び日静減速機製造（常

州）有限公司は重要性が増したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 
 

２．連結子会社の事業年度等に関する事項 
連結子会社のうち NISSEI CORPORATION OF AMERICA、日静貿易（上海）有限公司及び日静減速機製造

（常州）有限公司の決算日は、12月 31 日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しておりますが、連結決算月との

間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。 

フジタカ工業株式会社の決算日は、３月 31日であります。 

 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 

  （セグメント情報等） 
（セグメント情報） 
１．報告セグメントの概要 
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

および執行役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。 
当社は、主に動力伝導装置等の生産・販売と不動産賃貸事業を展開しております。動力伝導装置等

の生産・販売につきましては、製品別の戦略を立案し、事業活動を展開しております。 
したがって、当社は製品・サービス別のセグメントから構成されており、「減速機」、「歯車」並び

に「不動産賃貸」の３つを報告セグメントとしております。 
 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と概ね同一であります。 
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 
セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。 
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 
前連結会計年度(自平成22年４月１日  至平成23年３月31日) 

（単位：百万円） 

 減速機 歯車 不動産賃貸 合計 

売上高     

 外部顧客への売上高 10,068 4,143 150 14,362 

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
0 ― 6 7 

計 10,069 4,143 157 14,370 

セグメント利益 1,107 130 75 1,313 

セグメント資産 9,943 4,060 789 14,793 

その他の項目     

 減価償却費 848 464 35 1,348 

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
538 99 1 639 

（注）減価償却費及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用と同費用に係る償却費が

含まれております。 

 

当連結会計年度(自平成23年４月１日  至平成24年３月31日) 

（単位：百万円） 

 減速機 歯車 不動産賃貸 合計 

売上高     

 外部顧客への売上高 10,707 4,399 149 15,256 

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
― ― 6 6 

計 10,707 4,399 156 15,263 

セグメント利益 1,066 236 92 1,394 

セグメント資産 10,863 4,063 758 15,685 

その他の項目     

 減価償却費 834 425 33 1,293 

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
1,250 150 ― 1,400 

（注）減価償却費及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用と同費用に係る償却費が

含まれております。 

  
 ４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容 
  (差異調整に関する事項) 

（単位：百万円） 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 14,370 15,263 

セグメント間取引消去 △7 △6 

連結財務諸表の売上高 14,362 15,256 
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（単位：百万円） 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 1,313 1,394 

全社費用(注) △22 △9 

売上割引料 67 70 

連結財務諸表の営業利益 1,357 1,455 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

（単位：百万円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 14,793 15,685 

全社資産(注) 32,310 31,121 

連結財務諸表の資産合計 47,103 46,807 

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない有価証券及び投資有価証券であります。 

 

（単位：百万円） 

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額 

その他の項目 前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

減価償却費 1,348 1,293 － － － － 1,348 1,293 

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

639 1,400 － － 56 85 695 1,485 

（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、一般間接部門並びに研究開発部門の設備投資

額であります。 

 
  （関連情報） 

前連結会計年度(自平成 22年４月１日  至平成 23年３月 31日) 
１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 
 

２．地域ごとの情報 
（１）売上高 

（単位：百万円） 

日本 米国 中国 アジア ヨーロッパ 合計 

11,779 1,293 330 953 5 14,362 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 
（２）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の

90％を超えるため、記載を省略しております。 
 

３．主要な顧客ごとの情報 
（単位：百万円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

高津伝動精機株式会社 1,442 減速機及び歯車 
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当連結会計年度(自平成 23年４月１日  至平成 24年３月 31日) 
１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 
 

２．地域ごとの情報 
（１）売上高 

（単位：百万円） 

日本 米国 中国 アジア ヨーロッパ 合計 

12,526 1,278 360 1,072 19 15,256 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 
（２）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の

90％を超えるため、記載を省略しております。 
 

３．主要な顧客ごとの情報 
（単位：百万円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

高津伝動精機株式会社 1,500 減速機及び歯車 

 

 

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報） 

該当事項はありません。 
 

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報） 

該当事項はありません。 
 

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報） 

該当事項はありません。 
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（1株当たり情報） 

 
前連結会計年度 

（自 平成 22年４月 1日 

至 平成 23年３月 31日） 

当連結会計年度 

（自 平成 23年４月 1日 

至 平成 24年３月 31日） 

１株当たり純資産額 1,533.65 円 1,543.26 円 

１株当たり当期純利益金額 35.03 円 37.30 円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

   ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成 22年４月 1日 

至 平成 23年３月 31日） 

当連結会計年度 

（自 平成 23年４月 1日 

至 平成 24年３月 31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 971 1,034 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 971 1,034 

 期中平均株式数（千株） 27,734 27,734 

 

（重要な後発事象） 
    該当事項はありません。 

 

 ４．その他 

（１）役員の異動 

 

①代表執行役等の異動 

取締役兼代表執行役執行役社長 藤井 明（現 取締役兼代表執行役専務執行役） 

 

現 取締役兼代表執行役執行役社長 上関 恕一は退任し、顧問に就任予定 

   
詳細につきましては本日開示の「代表執行役の異動（社長交代）に関するお知らせ」を 
ご覧下さい。 

 

②その他の役員の異動 

１.新任執行役候補 

執行役経営企画部長         和田栗 伸彦 （現 経営企画部長） 

 

２.退任予定取締役兼執行役 

取締役兼代表執行役執行役社長    上関 恕一  （顧問 就任予定） 

 

③就任予定日 

  平成 24年６月 15日 
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（２）連結業績に関する参考資料 

 

１．経営成績                                                                   （百万円未満切捨、％） 

前 期 

（H22.4～H23.3） 

当 期 

（H23.4～H24.3） 
増 減 

（当期－前期） 

次期予想 

（H24.4～H25.3） 
増 減 

（次期－当期） 
期 別 

項 目 
金 額 売上比 金 額 売上比 金 額 増減率 金 額 売上比 金額 増減率 

売上高 14,362 100.0 15,256 100.0 894 6.2 16,300 100.0 1,043 6.8 

営業利益 1,357 9.5 1,455 9.5 97 7.2 1,800 11.1 344 23.7 

経常利益 1,615 11.2 1,752 11.5 136 8.5 1,950 12.0 197 11.3 

当期純利益 971 6.8 1,034 6.8 63 6.5 1,150 7.1 115 11.2 

 

２．セグメント別売上高及び海外売上高                                   （百万円未満切捨、％） 

前 期 

（H22.4～H23.3） 

当 期 

（H23.4～H24.3） 
増 減 

（当期－前期） 

次期予想 

（H24.4～H25.3） 
増 減 

（次期－当期） 
期 別 

セグメント 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 金 額 増減率 

減速機 10,068 70.1 10,707 70.2 638 6.3 11,550 70.9 842 7.9 

歯車 4,143 28.9 4,399 28.8 256 6.2 4,600 28.2 200 4.5 

不 動 産

賃貸 
150 1.0 149 1.0 △1 △0.7 150 0.9 0 0.3 

売上高 

合計 14,362 100.0 15,256 100.0 894 6.2 16,300 100.0 1,043 6.8 

減速機 2,390 23.8 2,582 24.1 191 8.0 2,870 24.8 287 11.1 

歯車 192 4.6 147 3.4 △44 △23.1 110 2.4 △37 △25.7 
(内､海外 

売上高） 
合計 2,583 18.0 2,730 17.9 147 5.7 2,980 18.3 249 9.1 

（注）海外売上高の構成比は当該セグメント別売上高の構成比であります。 

 

３．設備投資額及び減価償却費                                       （百万円未満切捨、％） 

増 減 

(当期－前期) 

増 減 

(次期－当期) 
期 別 

 

項目 

前 期 

（H22.4～H23.3） 
当 期 

（H23.4～H24.3） 
金額 増減率 

次期予想 

（H24.4～H25.3） 
金額 増減率 

設備投資額 695 1,485 790 113.5 1,750 264 17.8 

減価償却費 1,348 1,293 △55 △4.1 1,250 △43 △3.3 
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