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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 54,438 5.5 1,815 41.5 5,708 5.2 4,764 1.2
23年3月期 51,593 32.0 1,282 ― 5,426 230.2 4,706 410.9

（注）包括利益 24年3月期 4,157百万円 （46.6％） 23年3月期 2,835百万円 （―％）

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 162.83 ― 8.9 7.8 3.3
23年3月期 157.99 ― 9.2 7.8 2.5

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  3,816百万円 23年3月期  4,313百万円

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 74,597 55,929 74.0 1,885.73
23年3月期 71,613 52,633 72.6 1,775.73

（参考） 自己資本   24年3月期  55,180百万円 23年3月期  51,962百万円

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 7,865 △2,665 △1,278 12,409
23年3月期 4,521 △1,868 △2,747 8,519

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 ― 10.00 ― 16.00 26.00 760 16.5 1.5
24年3月期 ― 13.00 ― 17.00 30.00 877 18.4 1.6

25年3月期(予想) ― 15.00 ― 15.00 30.00 18.3

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) 27,000 △1.8 900 △25.8 2,600 △24.8 2,350 △24.7 80.31
通期 56,000 2.9 2,000 10.2 5,400 △5.4 4,800 0.7 164.03



※  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） ： 無  

(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 ―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 30,272,503 株 23年3月期 30,272,503 株

② 期末自己株式数 24年3月期 1,010,233 株 23年3月期 1,009,996 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 29,262,381 株 23年3月期 29,792,341 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 41,626 2.3 788 180.2 4,839 △11.5 4,452 △8.4

23年3月期 40,697 38.1 281 ― 5,469 354.3 4,861 110.9

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 152.17 ―

23年3月期 163.17 ―

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 59,370 42,606 71.8 1,456.03
23年3月期 55,639 38,805 69.7 1,326.13

（参考） 自己資本 24年3月期  42,606百万円 23年3月期  38,805百万円

※ 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財務諸表の監査の手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の
監査手続きは終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲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仮定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添付資料
2ページ「経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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１．経営成績 

 （１）経営成績に関する分析 

    当連結会計年度のわが国経済は、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災の影響による経済活動の停滞

から緩やかな持ち直しの傾向が見られたものの、急激な円高や株価低迷による企業収益の悪化もあり、先

行き不透明な状況で推移しました。また、海外においても欧州の金融財政問題、米国の景気回復の遅れ、

堅調な成長を維持してきた中国やインドの緩やかな景気減速に加え、タイの洪水影響も加わり景気の回復

基調に減速感が見られました。 

当社グループの主要需要業界におきましては、半導体・液晶業界の需要減が見られたものの、自動車、

建設機械、工作機械などの各業界においては、海外を中心に堅実な需要に支えられ着実な回復が見られま

した。 

このような状況下、当社グループの当連結会計年度における売上高は、前年度比 28 億 4 千 4 百万円増

（5.5％増）の 544 億 3千 8百万円となりました。 

損益面では、増収や継続的なコスト削減等で改善が見られ、営業利益は 18億 1千 5百万円と前年度比 5

億 3千 2百万円（41.5％増）の増加となりました。 

    また、経常利益は、持分法適用会社において半導体関連での需要減や円高による為替換算等で持分法投

資利益が前年度比 4億 9千 7百万円減少したこともあり、57億 8百万円と前年度比 2億 8千 2百万円の増

加（5.2％増）に留まりました。当期純利益については税制改正に伴う繰延税金資産の取り崩しの影響も

あり、47億 6千 4百万円と前年度比 5千 7百万円の増加（1.2％増）となりました。 

 

   （セグメント別の概況） 

   ①ベルト・ゴム製品事業 

        主力のベルト製品は、海外では中国を中心としたアジア地区で繊維機械業界向けを中心に堅調に推移

したものの、欧州では金融機械業界向け等が軒並み低迷しました。国内では半導体・液晶市場の設備投

資抑制に伴う装置メーカーや関連のロボット分野の減産もあり低調に推移しました。ゴム製品では、工

作機械向けのシール製品が堅調に推移、また、ＯＥＭ向け免震ゴムや道路用資材は、補修物件等の受注

により堅調に推移しました。関連会社向けのゴム素材製品は需要業界の低迷により低調に推移しまし

た。以上の結果、売上高は 220 億 4 千 5 百万円と前年度比 5 億 7 千 7 百万円の減少（2.6％減）となり

ましたが、コスト削減等によりセグメント利益は、18 億 6 千 3 百万円と前年度比 6 千 3 百万円の増加

（3.5％増）となりました。 

 

     ②ホース・チューブ製品事業 

     建設機械、工作機械、産業車両向け油圧ホース製品は国内、アジア、北米とも堅調に推移しました。

一方、一般空圧市場及び半導体・液晶業界向けチューブ製品は設備投資抑制の影響により低調に推移し

ました。自動車部品では乗用車向け燃料用チューブは東日本大震災やタイの洪水の影響もあり、前期並

みで推移しましたが、トラック向けエアブレーキ製品は震災からの回復が早く好調に推移しました。以

上の結果、売上高は 201 億 9千 7百万円と前年度比 14億 7千 1百万円の増加（7.9％増）となりました。

セグメント利益は、9億 5千 1百万円と前年度比 2億 2千 6百万円の増加（31.1％増）となりました。 

 

      ③その他産業用製品事業 

     空調製品では、医薬品製造用途などのクリーンルーム需要に支えられ好調に推移しました。メカト

ロ・センサ製品では、自動車業界の設備投資の回復を背景に堅調に推移しました。また感温性粘着テー

プは、主要需要業界であるセラミックコンデンサ業界の在庫調整の影響により、低調に推移しました。 

以上の結果､売上高は 89 億 6 千 4 百万円と前年度比 20 億 5 千 8 百万円の増加（29.8％増）となりま

した。セグメント損失は、3億 2千 2百万円と前年度比 4億 7千 1百万円の改善となりました。 

 

      ④不動産事業 

     一部テナントの退去や賃料改定もありましたが名古屋ビルの空室率の改善もあり、売上高は 10 億 8

千 6 百万円と前年度比 1 千 1 百万円の増加（1.0％増）となりました。セグメント利益は、償却負担

の減少により 4億 2千万円と前年度比 4千万円の増加（10.7％増）となりました。 

 

      ⑤経営指導事業 

     経営指導の対象となる関連会社で震災影響等により需要減が見られたため、売上高は 8億 8千 6百万

円と前年度比 8千 6百万円の減少（8.8％減）となり、セグメント利益は、6億 9千 1百万円と前年度比

6千 6百万円の減少（8.8％減）となりました。 
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⑥その他 

     「その他」の区分に含まれる自動車運転免許教習事業や北海道における山林事業で構成されるその他

の事業の売上高は 12億 5千 7百万円と前年度比 3千 3百万円の減少（2.6％減）となりましたがセグメ

ント利益は、4千 2百万円と前年度比 1千 4百万円の増加となりました。 

        

  （次期の見通し） 

    今後の経済見通しにつきましては、わが国では、円高や電力供給問題などが依然として存在し、海外で

は、欧州の金融財政問題、中東情勢の悪化など景気の下振れリスクや原油高等の懸念材料はあるものの、

震災復興の進展やアジア諸国の金融緩和、米国経済の景気回復の兆しなどから緩やかな回復基調で推移す

ると思われます。     

このような環境下にあって、当社グループは、新たに策定した中長期経営計画『Ｖ２０２０』の初年度

としてなすべき諸施策を確実に実施させてまいります。 

    次期の連結業績については、現時点では売上高は 560 億円（前年度比 2.9％増）、営業利益は 20億円（前

年度比 10.2％増）、経常利益は、持分法投資利益の若干の減少が見込まれるため 54億円（前年度比 5.4％

減）、当期純利益は 48億円（前年度比 0.7％増）を予想しております。 

 

 （２）財政状態に関する分析 

      ①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度における総資産は 745 億 9千 7百万円となり、前連結会計年度末に比べて 29億 8千 4 

百万円の増加となりました。流動資産は 359 億 7 千 7 百万円となり 32 億 1 千 8 百万円の増加となりま

した。主な要因は現金及び預金や受取手形及び売掛金等の増加によるものです。 

      固定資産は 386 億 2 千万円となり 2億 3千 4百万円減少しました。そのうち有形固定資産は 154 億 4 

千 4百万円と 4億 1千 3百万円減少しました。無形固定資産は 7億 2千 6百万円と 1億７千 5百万円の

減少となりました。投資その他の資産は 224 億 4千 9百万円と、3億 5千 4百万円の増加となりました。 

        負債合計は 186 億 6千 8百万円と 3億 1千 1百万円の減少となりました。主な要因は支払手形及び買

掛金、短期借入金の減少によるものです。純資産合計は 559 億 2千 9百万円となり 32 億 9千 5百万円

の増加となりました。主な要因は利益剰余金の増加によるものです。この結果､自己資本比率は、前連

結会計年度末の 72.6％から 74.0％となりました。 

      ②キャッシュ・フローの状況 

 単位：百万円

 前   期  当   期  比較増減 

営業活動によるｷ ｬ ｯ ｼ ｭ ･ ﾌ ﾛ ｰ       4 , 5 2 1 7 , 8 6 5  3 , 3 4 3

投資活動によるｷ ｬ ｯ ｼ ｭ ･ ﾌ ﾛ ｰ  △1 , 8 6 8 △2 , 6 6 5  △ 7 9 7

財務活動によるｷ ｬ ｯ ｼ ｭ ･ ﾌ ﾛ ｰ  △2,7 4 7 △1 , 2 7 8  1 , 4 6 9

現金及び現金同等物の増減額 △ 2 8 4 3 , 8 8 9  4 , 1 7 3

現金及び現金同等物の期末残高 8 , 5 1 9 1 2 , 4 0 9  3 , 8 8 9

 

     当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前年同期に比べ 38 億 8 千 9 百万円増

加し、124 億 9百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。 

 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

     営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の 45億 2千 1百万円の収入に対し、78 億 6千 5百万円

となりました。これは主に税金等調整前当期純利益や持分法適用会社からの受取配当金の増加によるも

のです。 

          

   （投資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・フローは、前期の 18億 6千 8百万円の支出に対し､26 億 6千 5百万円の

支出となりました。これは主に投資有価証券や有形固定資産の取得による支出の増加によるものです。 

 

   （財務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・フローは、前期の 27億 4千 7百万円の支出に対し、12 億 7千 8百万円

の支出となりました。これは主に自己株式の取得による支出の減少と短期借入金の返済の減少によるも

のです。 
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   ③キャッシュ・フロー指標のトレンド  

        当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 
自己資本比率(％)      70.9      73.2      74.4      72.6      74.0 
時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率(％)      71.4      45.0      66.1      63.2      59.6 
ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率(年)       0.3       0.5       1.1       0.4       0.2 
ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(倍)      91.1     124.4      47.1      93.3     213.3 

※・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／営業キャッシュ･フロー 

    ・ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ：営業キャッシュ･フロー／利払い 

１．各指標は、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。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。 

３．営業キャッシュ･フローは、連結キャッシュ･フロー計算書の営業活動によるキャッシュ･フローを

使用しております。 

４．有利子負債は､連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている負債を対象とし

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 

 当社では、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置づけ、企業体質の強化・充実

を図りつつ、業績に応じた適正な利益配分を行うことを基本方針としております。具体的には、通期

業績と先行きの業績見通しをベースとして、連結配当性向等を勘案し、更には一定の水準維持をも念

頭に、株主還元に取り組んでまいります。また、内部留保金につきましては、長期的な視点に立って、

研究開発投資、新規事業への投融資、製造設備の増強・合理化投資など企業価値の増大の諸施策に活

用してまいります。 

 当期の 1株当たり配当金については、上述の基本方針に従い、前期より 4円増配し、年間 30円とさ

せていただきます。また次期の配当金については、年間 30 円を予定しております。 

 なお、当社は、連結配当規制適用会社であります。 

 （４）事業等のリスク 

     当社グループの財政状態、経営成績及び財務の状況等に重要な影響を及ぼす可能性がある事項   

には以下のようなものがあります。 

   ①業界の動向および為替変動等の影響 

当社グループの主要製品はベルト・ゴム製品、ホース・チューブ製品、その他産業用製品等で    

構成されており、当社グループの経営成績は、工作機械、建設機械、精密機械、自動車業界、電子・半

導体等の動向ならびに為替変動等の影響を受ける可能性があります。 

   ②関連会社の業績変動 

当社グループは、国内外の子会社以外にも米国企業等と合弁で出資している持分法適用会社を    

有しております。これらの持分法適用会社は、自動車業界、電子・半導体等への依存度が高く、業界動

向によって収益が悪化した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

   ③製品の品質等による業績変動 

当社グループは高品質の製品の提供をめざし、厳格な品質保証体制及び納入体制を構築しており、品    

質管理の徹底を図っております。しかしながら、予期せぬ事情により、製品納入の遅れや製品の    

欠陥等が発生する可能性があります。このような製造上の問題が発生した場合、損害賠償等の負    

担により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

   ④外的要因による業績変動 

当社グループにおいては､地震、台風等の自然災害の発生、その他の理由によるトラブルの発生や海

外子会社において､所在地各国の予期し得ない政治情勢、法規制、税制などの変更やテロ、戦争その他

の要因による社会的混乱によって業績と財務状況が影響を受ける可能性があります。 
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２．企業集団の状況

　当社及び当社の関係会社（当社、子会社26社及び関連会社10社（平成24年3月31日現在）により構成）については、
ベルト･ゴム製品、ホース・チューブ製品、その他産業用製品、不動産、経営指導、その他の6部門に関係する事業を
行っております。
　各事業における当社及び主要関係会社の位置づけ等は、次のとおりであります。

事業 　主　要　製　品 　　　　　主　　な　　製　　造　・　販　　売　　会　　社　　名
ベルト製品 当社､(株)ﾊﾟﾜｰﾃｸﾉ、ﾆｯﾀﾃｸﾉ(株)、関西化工(株)
搬送用製品 ﾆｯﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｱﾒﾘｶ、ﾆｯﾀﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞB.V.、ﾆｯﾀｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞﾖｰﾛｯﾊﾟGmbH
ゴム製品 ﾆｯﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙPTELTD､三友産業(香港)有限公司、ﾆｯﾀ精密伝動(常州)有

限公司、賛友貿易(深圳)有限公司、ﾆｯﾀ(上海)企業管理有限公司､
ﾆｯﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｲﾝﾃﾞｨｱPvtLtd
ｹﾞｲﾂ･ﾕﾆｯﾀ･ｱｼﾞｱ（株）

歯付ﾍﾞﾙﾄ、Vﾍﾞﾙﾄ ｹﾞｲﾂｺﾘｱCO.,LTD､ｹﾞｲﾂﾕﾆｯﾀｺﾘｱCO.,LTD､ｹﾞｲﾂﾆｯﾀﾍﾞﾙﾄｶﾝﾊﾟﾆｰLLC
ｵｰﾄﾃﾝｼｮﾅｰ、ﾌﾟｰﾘ等 ｹﾞｲﾂﾕﾆｯﾀ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)CO.,LTD､ｹﾞｲﾂﾕﾆｯﾀ(ｲﾝﾃﾞｨｱ)CO.,LTD

ｹﾞｲﾂﾕﾆｯﾀｱｼﾞｱﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰPTELTD
樹脂ﾎｰｽ･ﾁｭｰﾌﾞ､ 当社､(株)ﾊﾟﾜｰﾃｸﾉ、ﾆｯﾀﾃｸﾉ(株)、関西化工(株)
金具及びﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ 韓国ﾆｯﾀﾑｱｰ(株)､ﾆｯﾀﾑｱｰ科技(常州)有限公司､ﾆｯﾀﾑｱｰﾒｷｼｺ

ﾆｯﾀﾑｱｰ(広州)軟管有限公司､常州ﾆｯﾀﾑｱｰ伊藤金属有限公司
空調製品 当社､ﾓﾘﾐﾂ(株)、協和工業(株)
ﾒｶﾄﾛ・ｾﾝｻ製品 台湾ﾆｯﾀ股份有限公司、ﾆｯﾀ光電器件(上海)有限公司、ﾆｯﾀ光電(上海)有限公司
通信機器､電子機器 ﾆｯﾀ机電科技(上海)有限公司
精密研磨用ﾊﾟｯﾄﾞ ﾆｯﾀ･ﾊｰｽ（株）
精密研磨用ｽﾗﾘｰ他 ﾛｰﾑｱﾝﾄﾞﾊｰｽｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸﾏﾃﾘｱﾙｽﾞCMPｱｼﾞｱ,Inc

当社
当社
当社､北海道ﾆｯﾀ(株)､(株)新田牧場､(株)芦原自動車教習所､ﾆｯﾀｱｿｼｵ(株)

(注)①ﾆｯﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｲﾝﾃﾞｨｱPvtLtdは平成24年1月に設立しております。
　　②ﾄﾗｲﾌｫｰｽ(株)は、持分の譲渡により平成23年6月に持分法適用会社から除外しております。

　事業の系統図は、次のとおりであります。

　連結子会社 　非連結子会社 　主な製品等の取引

　持分法適用会社 　主な不動産賃貸

協和工業（株）

賛友貿易(深圳)
有限公司

地　　域

国　　内

国　　内

海　　外

国　　内

海　　外

当　　　社

海　　外

ﾆｯﾀﾑｱｰ科技(常
州)　有限公司

モリミツ（株）
ｹﾞｲﾂ ﾆｯﾀ ﾍﾞﾙﾄ

ｶﾝﾊﾟﾆｰLLC

(株)パワーテクノ

韓国ﾆｯﾀﾑｱｰ
（株）

ﾆｯﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
ｲﾝﾃﾞｨｱPvtLtd

ｹﾞｲﾂﾕﾆｯﾀｱｼﾞｱﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶ
ﾝﾊﾟﾆｰPTELTD

得　　　　　　意　　　　　　先

不  動  産 その他ベルト・ゴム製品、ﾎｰｽ･ﾁｭｰﾌﾞ製品、その他産業用製品

ﾆｯﾀﾑｱｰ(広州)軟
管有限公司

ﾆｯﾀﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞB.V.
ﾆｯﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　ｵﾌﾞ
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙPTELTD

ﾆｯﾀ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
ﾖｰﾛｯﾊﾟGmbH

台湾ニッタ股份
有限公司

ニッタ精密伝動
(常州)有限公司

経　　　　　　営　　　　　　指　　　　　　導

ｹﾞｲﾂ･ﾕﾆｯﾀ･ｱｼﾞｱ(株)
ニッタアソシオ(株)

ﾆｯﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞ
ｱﾒﾘｶ

北海道ニッタ(株)

（株）新田牧場

ｹﾞｲﾂﾕﾆｯﾀ
(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)CO.,LTD

ベ
ル
ト
・
ゴ
ム
製
品

ﾎｰｽ･
ﾁｭｰﾌﾞ
製品

そ
の
他
産
業

用
製
品

　不　　　動　　　産　

国　　内

海　　外
国　　内

海　　外

国　　内
国　　内

得　　　　　　意　　　　　　先

 経　　営　　指　　導

ニッタテクノ(株)

国　　内

ﾛｰﾑｱﾝﾄﾞﾊｰｽｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸﾏﾃﾘ
ｱﾙｽﾞCMPｱｼﾞｱ,Inc

ﾆｯﾀ･ﾊｰｽ（株）
ｹﾞｲﾂﾕﾆｯﾀｺﾘｱ

CO.,LTD
ゲイツコリア

CO.,LTD

そ　　　の　　　他

関西化工（株）

ニッタ(上海)企業
管理有限公司

常州ﾆｯﾀﾑｱｰ伊藤
金属有限公司三友産業(香港)

有限公司

ﾆｯﾀﾑｱｰ ﾒｷｼｺ

ニッタ机電科技
(上海)有限公司

ニッタ光電器件
（上海）有限公司

ニッタ光電(上海)
有限公司

(株)芦原自動車
教習所ｹﾞｲﾂﾕﾆｯﾀ

(ｲﾝﾃﾞｲｱ)CO.,LTD
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３．経営方針 
 

（１）経営の基本方針 
    当社グループは、「優れた技術と質の高いサービスのたゆまぬ創造を通じて社会に貢献する」と

いう経営理念に基づき、「グループ内のすべての資源を結集し、経営基盤の強化と長期安定的な発

展によって質的に洗練された超一流企業」を目指しております。そしてこの方向こそが長期的な企

業価値の増大に結実することを確信しつつ、株主、取引先、従業員、地域社会などのステークホル
ダーの信頼と期待に応えていく所存です。 

 
 （２）目標とする経営指標 

当社グループは、いたずらに規模の拡大のみを求めることなく収益性重視の経営を基本とし、中

長期的な経営戦略に基づき、経営指標について目標値を設定しております。 

 
 （３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、新年度（2012年度）から2020年度の９年間を対象とする中長期経営計画『Ｖ２

０２０』を策定し、その第１フェーズとして３年間の中期経営計画を推進しております。 
   その概要については、以下のとおりです。 

 
◎中長期経営計画『Ｖ２０２０』（2012 年度～2020 年度）の概要 

（ア）当社グループの 10 年後のあるべき姿 
    
   ソフトマテリアル“複合化技術”のグローバル No.1 パートナー 

 
（イ）大方針 

       １：価値軸 強いニッタを目指した No.1 志向 
       ２：地域軸 グローバリゼーションの加速とアジアのネットワーク化 
       ３：競争軸 ソフトマテリアル複合化技術を梃子としたディマンド対応力の深化と進化 

 
    （ウ）『Ｖ２０２０』第一フェーズ（2012 年度～2014 年度）のスローガン 
       『壱』（イチ）  

・グローバル No.1 パートナーになる 
          ・No.1 バリューを実現する 
          ・一味違う、一目置かれる 
          ・組織・個人としてもそれぞれの No.1   
        

（エ）業績目標（連結） 
 

Ｖ2020達成目標（2012年度～2020年度）
第一フェーズ『壱』（2012年度～2014年度）

総投資額（予定）

600億円

＋α

800億円

＋α

6%

8%

3年間合計

100億円

設備・開発投資額

75億円

戦略推進ファンド

25億円

売上高

営業利益率

2014年度 2020年度
（注）＋αは新規事業分であります

『壱』

 
 
 （４）会社の対処すべき課題 
    当社グループは、上記（３）で述べた中長期経営計画『Ｖ２０２０』における大方針をもとに、

策定したグループ基本戦略を着実に実行し、新たな成長シナリオを展開しうる体質・体制を確立す
ることにより、一層の企業価値向上を目指します。 

       

 
（５）その他、会社の経営上重要な事項 
 
   該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
（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 8,680 12,574

受取手形及び売掛金 16,479 17,543

たな卸資産 3,797 4,213

繰延税金資産 418 556

その他 3,464 1,140

貸倒引当金 △82 △51

流動資産合計 32,758 35,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 27,626 27,565

減価償却累計額 △16,582 △17,162

建物及び構築物（純額） 11,044 10,403

機械装置及び運搬具 12,428 12,851

減価償却累計額 △10,609 △10,854

機械装置及び運搬具（純額） 1,819 1,997

工具、器具及び備品 4,076 4,048

減価償却累計額 △3,656 △3,687

工具、器具及び備品（純額） 419 360

土地 2,256 2,246

建設仮勘定 97 244

その他 238 218

減価償却累計額 △17 △27

その他（純額） 220 191

有形固定資産合計 15,857 15,444

無形固定資産 901 726

投資その他の資産   

投資有価証券 19,536 20,173

長期貸付金 176 192

繰延税金資産 1,509 1,331

その他 959 789

貸倒引当金 △86 △37

投資その他の資産合計 22,095 22,449

固定資産合計 38,855 38,620

資産合計 71,613 74,597
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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 11,081 10,729

短期借入金 739 371

未払法人税等 227 238

賞与引当金 687 766

その他 1,661 1,872

流動負債合計 14,397 13,978

固定負債   

長期借入金 275 230

退職給付引当金 2,832 2,961

役員退職慰労引当金 249 255

負ののれん 54 18

その他 1,171 1,223

固定負債合計 4,582 4,689

負債合計 18,979 18,668

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,060 8,060

資本剰余金 7,608 7,608

利益剰余金 42,198 46,114

自己株式 △1,495 △1,496

株主資本合計 56,371 60,287

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 141 308

為替換算調整勘定 △4,550 △5,415

その他の包括利益累計額合計 △4,409 △5,107

少数株主持分 671 749

純資産合計 52,633 55,929

負債純資産合計 71,613 74,597
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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 51,593 54,438

売上原価 39,126 41,130

売上総利益 12,467 13,307

販売費及び一般管理費 11,184 11,492

営業利益 1,282 1,815

営業外収益   

受取利息 23 36

受取配当金 53 59

業務受託料 453 376

持分法による投資利益 4,313 3,816

その他 120 203

営業外収益合計 4,964 4,491

営業外費用   

支払利息 48 37

業務受託費用 498 372

為替差損 227 151

その他 47 35

営業外費用合計 821 597

経常利益 5,426 5,708

特別利益   

固定資産売却益 13 37

造林補助金 26 43

段階取得に係る差益 47 －

貸倒引当金戻入額 7 －

その他 8 0

特別利益合計 103 81

特別損失   

固定資産除売却損 39 75

造林圧縮損 26 43

減損損失 613 136

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 35 －

事業構造改善引当金繰入額 － 85

製品補修損失 － 79

その他 71 0

特別損失合計 786 422

税金等調整前当期純利益 4,743 5,368

法人税、住民税及び事業税 457 484

法人税等調整額 △526 5

法人税等合計 △68 490

少数株主損益調整前当期純利益 4,812 4,877

少数株主利益 105 112

当期純利益 4,706 4,764
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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 4,812 4,877

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12 194

為替換算調整勘定 △612 △189

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,351 △725

その他の包括利益合計 △1,976 △720

包括利益 2,835 4,157

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,761 4,067

少数株主に係る包括利益 73 89
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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 8,060 8,060

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,060 8,060

資本剰余金   

当期首残高 7,608 7,608

当期変動額   

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 7,608 7,608

利益剰余金   

当期首残高 38,030 42,198

当期変動額   

剰余金の配当 △539 △848

当期純利益 4,706 4,764

当期変動額合計 4,167 3,916

当期末残高 42,198 46,114

自己株式   

当期首残高 △379 △1,495

当期変動額   

自己株式の取得 △1,116 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △1,115 △0

当期末残高 △1,495 △1,496

株主資本合計   

当期首残高 53,320 56,371

当期変動額   

剰余金の配当 △539 △848

当期純利益 4,706 4,764

自己株式の取得 △1,116 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 3,051 3,915

当期末残高 56,371 60,287
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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 142 141

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 166

当期変動額合計 △1 166

当期末残高 141 308

為替換算調整勘定   

当期首残高 △2,607 △4,550

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,943 △864

当期変動額合計 △1,943 △864

当期末残高 △4,550 △5,415

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △2,464 △4,409

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,944 △697

当期変動額合計 △1,944 △697

当期末残高 △4,409 △5,107

少数株主持分   

当期首残高 644 671

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27 77

当期変動額合計 27 77

当期末残高 671 749

純資産合計   

当期首残高 51,499 52,633

当期変動額   

剰余金の配当 △539 △848

当期純利益 4,706 4,764

自己株式の取得 △1,116 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,917 △620

当期変動額合計 1,134 3,295

当期末残高 52,633 55,929
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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 4,743 5,368

減価償却費 1,769 1,730

減損損失 613 136

製品補修損失 － 79

のれん償却額 28 48

負ののれん償却額 △36 △36

段階取得に係る差損益（△は益） △47 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19 129

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △78

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 85

受取利息及び受取配当金 △77 △95

支払利息 48 37

為替差損益（△は益） △34 －

持分法による投資損益（△は益） △1,366 2,339

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 47 －

固定資産除売却損益（△は益） 25 37

関係会社株式売却損益（△は益） － 0

売上債権の増減額（△は増加） △2,782 △1,143

たな卸資産の増減額（△は増加） △543 △514

仕入債務の増減額（△は減少） 2,022 △255

その他の流動資産の増減額（△は増加） △293 120

その他の固定資産の増減額（△は増加） 108 150

その他の流動負債の増減額（△は減少） 587 131

その他の固定負債の増減額（△は減少） 39 4

小計 4,827 8,283

利息及び配当金の受取額 77 95

利息の支払額 △49 △36

法人税等の支払額 △334 △476

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,521 7,865

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △78 △9

有形固定資産の取得による支出 △1,020 △1,385

有形固定資産の売却による収入 27 47

無形固定資産の取得による支出 △454 △89

無形固定資産の売却による収入 11 －

投資有価証券の取得による支出 △145 △1,096

投資有価証券の売却による収入 2 4

関係会社株式の取得による支出 △40 △126

関係会社株式の売却による収入 － 5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△282 －

貸付けによる支出 △60 △55

貸付金の回収による収入 47 39

その他 123 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,868 △2,665
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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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △1,072 △149

長期借入れによる収入 － 200

長期借入金の返済による支出 △8 △452

自己株式の取得による支出 △1,116 △0

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △539 △848

少数株主への配当金の支払額 △10 △12

その他 △1 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,747 △1,278

現金及び現金同等物に係る換算差額 △189 △31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △284 3,889

現金及び現金同等物の期首残高 8,804 8,519

現金及び現金同等物の期末残高 8,519 12,409
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(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 

連結の範囲及び持分法の適用に関する事項 

①連結子会社数    24 社  持分法適用会社数   10 社 

②連結の範囲及び持分法の適用の異動状況 

    連 結（新規）１社    

持分法（除外）１社（売却） 

   なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成 23 年 6月 24 日提出）における記載から重要な変

更がないため開示を省略しております。 

 

(７) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係）               前連結会計年度    当連結会計年度 

    偶発債務額                      2 百万円       2 百万円 

 

（連結損益計算書関係） 

研究開発費の総額                   1,276 百万円     1,210 百万円 

 

（固定資産の減損に係る注記） 

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

（単位：百万円） 

用途 種類 場所 減損損失額 

空調製品製造設備 

 

 

建物及び構築物、機械装

置及び運搬具、工具器具

及び備品、無形固定資産

奈良工場 

（奈良県大和郡山市）

 

111  

メカトロ・センサ

製品製造設備 

機械装置及び運搬具、工

具器具及び備品、無形固

定資産 

奈良工場 

（奈良県大和郡山市）

 

6  

競走馬育成設備 建物及び構築物 ㈱新田牧場昭栄牧場

（北海道中川郡池田

町） 

8 

乳牛育成設備 機械装置及び運搬具、そ

の他（有形固定資産） 

㈱新田牧場新和牧場

（北海道中川郡幕別

町） 

11  

 

当社グループは、主として管理会計上の区分に基づく主要製品群別にグルーピングを行っておりま

す。なお、賃貸用不動産、遊休資産等については個別物件単位にてグルーピングを行っております。 

市況の悪化により営業活動から生じる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイナスとなる見

込みである資産グループの空調製品製造設備、メカトロ・センサ製品製造設備、競走馬育成設備、乳

牛育成設備について帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。 

減損損失の内訳は、建物及び構築物 11 百万円、機械装置及び運搬具 79 百万円、工具器具及び備品

17 百万円、その他（有形固定資産）10 百万円、無形固定資産 18 百万円であります。 
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なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し、他への転用や売却が困難であるものについては

備忘価額１円としております。 

   

  （追加情報） 

   （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度に期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正により、「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」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月４日）を適用して

おります。 
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（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、製品群別・サービス別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品群・サービスについて国内及び海外

の包括的な戦略・予算を立案し事業活動を行っております。  

 従って、当社は事業部を基礎とした製品群・サービス別セグメントから構成されており、「ベルト・ゴム製

品事業」「ホース・チューブ製品事業」「その他産業用製品事業」「不動産事業」「経営指導事業」の５つを

報告セグメントとしております。  

 「ベルト・ゴム製品事業」はベルト製品、搬送用製品、ゴム製品、プーリーの製造販売を、「ホース・チュ

ーブ製品事業」は樹脂ホース・チューブ製品、金具及びフィッティングの製造販売を、「その他産業用製品事

業」は空調製品、メカトロ・センサ製品、通信機器、電子機器の製造販売を、「不動産事業」は土地及び建物

の賃貸、「経営指導事業」は関係会社に対する経営指導をそれぞれ行っております。  

 

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。 

 

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) 

報告セグメント 

 ベルト・ 
ゴム製品
事業 

ホース・ 
チューブ 
製品事業 

その他 
産業用 
製品 
事業 

不動産
事業 

経営指導
事業 

計 

その他
(注)1 

合計 
調整額
（注)２

連結損益
計算書計
上額 
(注)３

売上高     

  外部顧客への 
  売上高 

22,623 18,726 6,905 1,074 972 50,302 1,291 51,593 ─ 51,593

  セグメント間 
  の内部売高 
 又は振替高 

― ― ─ 62 148 210 755 966 △966 ─

計 22,623 18,726 6,905 1,137 1,121 50,513 2,046 52,560 △966 51,593

セグメント利益又は
セ グ メ ン ト 損 失
（△） 

1,799 725 △793 379 757 2,869 27 2,897 △1,614 1,282

セグメント資産 24,965 12,182 13,914 5,326 290 56,681 1,654 58,335 13,277 71,613

その他の項目     

 減価償却費 425 462 174 311 ― 1,373 50 1,424 345 1,769

 減損損失 ― ― 42 ― ― 42 ― 42 571 613

 有形固定資産及 
  び無形資産の増 
  加額 

86 385 198 6 ― 676 23 699 775 1,475

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車運転免許教習事業、山

林事業、牛馬育成・販売事業、業務受託、人材派遣事業等を含んでおります。  

２  セグメント利益の調整額△1,614 百万円には、セグメント間取引消去 0 百万円、各報告セグメントに

反映していない全社費用 1,614 百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない親会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 
３ セグメント利益又は損失の合計額は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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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) 

        (単位：百万円) 

報告セグメント 

 ベルト・ 
ゴム製品
事業 

ホース・ 
チューブ 
製品事業 

その他 
産業用 
製品 
事業 

不動産
事業 

経営指導
事業 

計 

その他
(注)1 

合計 
調整額
（注)２

連結損益
計算書計
上額 
(注)３

売上高     

  外部顧客への 
  売上高 

22,045 20,197 8,964 1,086 886 53,181 1,257 54,438 ─ 54,438

  セグメント間 
  の内部売高 
 又は振替高 

36 ― ─ 54 229 319 308 628 △628 ─

計 22,081 20,197 8,964 1,140 1,116 53,500 1,565 55,066 △628 54,438

セグメント利益又は
セ グ メ ン ト 損 失
（△） 

1,863 951 △322 420 691 3,604 42 3,646 △1,831 1,815

セグメント資産 25,129 12,846 13,526 5,069 312 56,884 1,437 58,322 16,275 74,597

その他の項目     

 減価償却費 402 434 178 285 ― 1,301 50 1,352 378 1,730

 減損損失 ― ― 117 ― ― 117 19 136 － 136

 有形固定資産及 
  び無形資産の増 
  加額 

602 301 344 2 ― 1,250 49 1,299 175 1,474

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車運転免許教習事業、山

林事業、牛馬育成・販売事業、業務受託、人材派遣事業等を含んでおります。  

２ セグメント利益の調整額△1,831 百万円には、セグメント間取引消去 0 百万円、各報告セグメントに反

映していない全社費用 1,830 百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い親会社の総務部門等管理部門に係る費用であります 。    

３ セグメント利益又は損失の合計額は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 
 

（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 アジア・オセアニア 北米・南米 ヨーロッパ その他 合計 

40,251 7,666 2,390 1,271 13 51,593

（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。 

 

 

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。 
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２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 
     (単位：百万円) 

日本 アジア・オセアニア 北米・南米 ヨーロッパ その他 合計 

42,600 8,269 2,215 1,339 13 54,438

（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。 

   
(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 1,775.73 円

１株当たり当期純利益 157.99 円
 

１株当たり純資産額 1,885.73 円

１株当たり当期純利益 162.83 円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在していない

ため記載しておりません。 

          同左 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 52,633 55,929

普通株式に係る純資産額(百万円) 51,962 55,180

差額の主な内訳（百万円） 

 少数株主持分 671 749

普通株式の発行済株式数(千株) 30,272 30,272

普通株式の自己株式数(千株) 1,009 1,010

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株) 29,262 29,262

 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
 

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)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 4,706 4,764

普通株式に係る当期純利益(百万円) 4,706 4,764

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 29,792 29,262

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた
当期純利益調整額の主要な内訳(百万円) 

─ ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳(千株) 

 新株予約権 ─ ―

普通株式増加数(千株) ─ ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権方式によるス
トック・オプション(新
株予約権 3,490 個） 

新株予約権方式によるス
トック・オプション(新
株予約権 2,104 個） 
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

５．その他
（１）代表者の異動

該当事項はありません。

（２）その他の役員の異動（平成24年6月26日付）

① 新任取締役候補
・山本寛二 （新職） 取締役兼常務執行役員

生産部門管掌兼奈良工場長兼コーポレートセンター安全環境品質、
購買担当

・田代盛夫 （新職） 取締役兼常務執行役員
営業本部長兼東京支店長

② 退任予定取締役　
・佐藤隆夫　 （当社上席顧問に就任予定）
・吉田光男 （当社常勤監査役に就任予定）

③ 取締役の担当の変更　
・西本　章　（新職） 取締役兼常務執行役員

コーポレートセンター経営戦略、経営管理、総務ＣＳＲ管掌
兼人事担当

④ 新任監査役候補
・吉田光男　（新職） 常勤監査役
・正殿博章 （新職） 監査役（社外）

⑤ 退任予定監査役
・中井　健
・和泉一巳　

⑥ 新任執行役員
・永矢敏則 （新職） 執行役員　コーポレートセンター経営管理、総務ＣＳＲ担当
・西村　修 （新職） 執行役員　工業資材事業部長
・宮本修二 （新職） 執行役員　ニッタ上海企業管理有限公司董事長兼総経理

　　　　　兼ニッタムアー科技（常州）有限公司総経理
⑦ 退任執行役員

・吉海祥一　 （当社顧問に就任予定）
⑧　新任技監

・大塚一彦 （新職） 技監　コーポレートセンター経営戦略担当

※ 人事異動を含めた詳細については、本日、平成24年5月11日付「役員の異動および人事異動
に関するお知らせ」をご覧下さい。
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