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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 4,748 24.2 △90 ― △71 ― △93 ―
24年3月期第1四半期 3,821 △34.4 △231 ― △291 ― △300 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △141百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △338百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △7.97 ―
24年3月期第1四半期 △25.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 31,718 13,157 40.9
24年3月期 32,935 13,416 40.2
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  12,976百万円 24年3月期  13,231百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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）

（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

第2四半期(累計) 8,700 1.3 △60 ― △70 ― △70 ― △6.00
通期 21,000 △2.8 300 △33.9 200 △36.4 100 ― 8.57



(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 

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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ますが、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等については、添付資
料２ページ「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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 12,000,000 株 24年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 327,339 株 24年3月期 326,838 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 11,672,683 株 24年3月期1Q 11,888,988 株
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当第１四半期における当社グループの関連業界におきましては、電力関連では燃料費の増加による収

益悪化に伴い、設備投資・修繕費の削減など効率化が進められており、建築・道路関連でも需要は微増

にとどまる低水準が続いており、当社グループは操業度維持のため業量確保を図るものの、価格競争の

激化などにより採算性の回復には至らず、売上高は47億48百万円（前年同四半期比24.2％増）、営業損

失90百万円（前年同四半期は営業損失２億31百万円）、経常損失71百万円（前年同四半期は経常損失２

億91百万円）、四半期純損失93百万円（前年同四半期は四半期純損失３億円）となりました。 

セグメントの業績は、電力・通信関連事業では引続き業量が乏しく、売上高は23億93百万円（前年同

四半期比4.5％減）、セグメント利益は１億41百万円（同13.0％増）となりました。建築・道路関連事

業では採算性が厳しいなか業量の確保を図りましたが、売上高は17億37百万円（同137.3％増）、セグ

メント損失は41百万円（前年同四半期はセグメント損失１億90百万円）となりました。碍子・樹脂関連

事業では一部リユースの進展もあり、売上高は６億17百万円（同6.0％増）、セグメント利益は14百万

円（前年同四半期はセグメント損失１百万円）となりました。 

  

 （資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べ12億17百万円減少し、317億18百万円となりました。  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ10億22百万円減少し、157億40百万円となりました。主な要因

は現金及び預金が８億87百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が17億14百万円減少したことによ

るものであります。  

固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億95百万円減少し、159億77百万円となりました。主な要因

は投資有価証券が94百万円減少したことによるものであります。  

(負債)  

負債は前連結会計年度末に比べ９億59百万円減少し、185億60百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ14億82百万円減少し、92億円となりました。主な要因は支払手

形及び買掛金が８億29百万円、１年以内償還予定の社債が７億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５億23百万円増加し、93億59百万円となりました。主な要因は

長期借入金が６億54百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億58百万円減少し、131億57百万円となりました。主な要因は

利益剰余金が１億86百万円減少したことによるものであります。 

  

現時点での連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想から変更は

ございません。  

  

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これによる当第１四半期連結累計期間の営業損益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益に与える

影響額は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,671,972 5,559,866

受取手形及び売掛金 6,771,416 5,057,050

製品 1,371,669 1,269,475

仕掛品 3,024,792 2,958,365

原材料及び貯蔵品 576,744 553,544

その他 348,132 344,431

貸倒引当金 △1,572 △1,752

流動資産合計 16,763,155 15,740,981

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,510,906 2,452,061

機械及び装置（純額） 844,253 853,430

土地 10,519,464 10,482,155

その他（純額） 98,311 103,530

有形固定資産合計 13,972,936 13,891,178

無形固定資産 165,451 171,966

投資その他の資産

投資有価証券 1,088,711 994,374

その他 980,799 955,192

貸倒引当金 △35,077 △35,477

投資その他の資産合計 2,034,434 1,914,090

固定資産合計 16,172,822 15,977,234

資産合計 32,935,977 31,718,215
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,633,414 4,804,027

短期借入金 1,497,382 1,590,000

1年内返済予定の長期借入金 325,890 291,636

1年内償還予定の社債 1,654,000 954,000

未払法人税等 30,941 14,604

賞与引当金 288,840 418,081

役員賞与引当金 39,250 38,000

その他 1,213,607 1,090,381

流動負債合計 10,683,326 9,200,731

固定負債

社債 1,794,000 1,794,000

長期借入金 1,825,237 2,479,592

再評価に係る繰延税金負債 2,145,745 2,132,947

退職給付引当金 2,455,475 2,432,917

役員退職慰労引当金 267,354 169,009

その他 348,153 351,039

固定負債合計 8,835,967 9,359,505

負債合計 19,519,293 18,560,237

純資産の部

株主資本

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 30,708 30,708

利益剰余金 8,679,229 8,492,578

自己株式 △75,288 △75,419

株主資本合計 9,234,650 9,047,867

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 115,192 70,597

土地再評価差額金 3,881,629 3,858,477

その他の包括利益累計額合計 3,996,822 3,929,074

少数株主持分 185,210 181,036

純資産合計 13,416,683 13,157,978

負債純資産合計 32,935,977 31,718,215
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 3,821,403 4,748,059

売上原価 3,375,511 4,180,793

売上総利益 445,892 567,265

販売費及び一般管理費 677,847 658,062

営業損失（△） △231,954 △90,797

営業外収益

受取利息 665 359

受取配当金 18,733 19,241

受取賃貸料 30,700 31,084

固定資産売却益 － 29,476

その他 4,340 3,650

営業外収益合計 54,439 83,812

営業外費用

支払利息 25,887 23,845

賃貸費用 16,662 16,838

借入手数料 47,490 4,197

その他 23,475 19,762

営業外費用合計 113,515 64,644

経常損失（△） △291,030 △71,629

特別利益

特別利益合計 － －

特別損失

投資有価証券評価損 56,144 32,157

特別損失合計 56,144 32,157

税金等調整前四半期純損失（△） △347,175 △103,786

法人税、住民税及び事業税 31,564 13,704

法人税等調整額 △65,442 △20,893

法人税等合計 △33,877 △7,189

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △313,297 △96,597

少数株主損失（△） △12,940 △3,525

四半期純損失（△） △300,356 △93,072
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △313,297 △96,597

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △24,962 △44,692

その他の包括利益合計 △24,962 △44,692

四半期包括利益 △338,259 △141,290

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △324,081 △137,667

少数株主に係る四半期包括利益 △14,177 △3,623
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

8

那須電機鉄工㈱ (5922) 平成25年３月期 第１四半期決算短信




