
平成24年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年11月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本セラミック株式会社 上場取引所 東 大 
コード番号 6929 URL http://www.nicera.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長兼会長 （氏名） 谷口 義晴
問合せ先責任者 （役職名） IR担当執行役員 （氏名） 藤原 佐和子 TEL 0857-53-3838
四半期報告書提出予定日 平成24年11月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9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 ％

24年12月期第3四半期 11,587 △7.9 1,540 △33.2 1,808 △22.6 1,187 △18.3
23年12月期第3四半期 12,576 0.9 2,304 28.6 2,336 27.0 1,454 19.6

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 1,395百万円 （6.9％） 23年12月期第3四半期 1,305百万円 （―％）

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12月期第3四半期 48.58 ―
23年12月期第3四半期 59.48 ―

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12月期第3四半期 42,230 38,776 88.1 1,522.48
23年12月期 41,941 38,270 87.5 1,500.50
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  37,221百万円 23年12月期  36,684百万円

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  ：  有  
配当予想の修正につきましては、本日（平成24年11月９日）公表いたしました「平成24年12月期 記念配当の決定および配当予想の修正に関するお知らせ」を
ご参照ください。 

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12月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
24年12月期 ― 0.00 ―
24年12月期（予想） 30.00 30.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 15,500 △5.8 2,100 △26.6 2,400 △18.3 1,500 △34.9 61.35



(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
四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、現時点で判断できる一定の前提に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして実際の業績は、
業況の変化などにより大きく異なる場合があります。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きましては、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   ：  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12月期3Q 26,312,402 株 23年12月期 26,312,402 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 1,864,188 株 23年12月期 1,864,046 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 24,448,257 株 23年12月期3Q 24,448,541 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における世界経済は、米国経済に改善の兆しがあるものの、欧州地域の財政不安から

くる景気の減速が顕著となり、当該地域への輸出減少が新興国の経済成長の伸び率を鈍化させるなどの影響も現れ

ております。わが国経済においては、災害復興により堅調な分野がある一方で、長期の円高、デフレ環境に加え

て、輸出の低迷と資源輸入の増加から貿易赤字が続くなど厳しい環境が続いております。 

このような経営環境の中、当社グループにおいては、シェア拡大のため営業活動に力を入れると共に、厳しい価

格要求、品質要求に対応するため、よりフレキシブルに経営資源を集中させることができるよう、社内組織を再編

し受注の獲得に努めてまいりました。その結果、国内自動車関係分野においては引き続き堅調であったものの、全

体的に売上数量の伸び悩みや販売単価引き下げ要求もあり厳しい状況となりました。 

以上により、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は 百万円（前年同四半期比7.9％減）と

なりました。利益面につきましては、営業利益が 百万円（前年同四半期比33.2％減）、経常利益は受取利息

等の収入から 百万円（前年同四半期比22.6％減）となりました。四半期純利益は、補助金収入などが計上さ

れた結果、 百万円（前年同四半期比18.3％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ971百万円増加し 百万円とな

りました。その主な要因は、現金及び預金が695百万円増加したこと、たな卸資産が382百万円増加したことなどに

よります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ682百万円減少し 百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ216百万円減少し 百万円となりました。その主な要因は、支払手形及

び買掛金が91百万円増加したこと、未払法人税等が173百万円減少したこと、仮受金が79百万円減少したことなど

によります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ505百万円増加し 百万円となりました。その主な要因は、四半期

純利益の計上等により利益剰余金が441百万円増加したこと、為替換算調整勘定の減算額が90百万円減少したこと

などによります。 

当第３四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益 百万円、たな卸資産の増

加額 百万円、仕入債務の増加額 百万円、法人税等の支払額 百万円などにより 百万円（前年同四半期

百万円の収入）の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、設備投資による有形固定資産の取得による支出 百万

円、定期預金の純増1,447百万円などにより 百万円の支出（前年同四半期 百万円の収入）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当社による配当金の支払 百万円等により 百万円の支

出（前年同四半期 百万円の支出）となりました。 

以上の項目に換算差額を調整した結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会

計年度末に比べ 百万円減少し 百万円（前年同四半期 百万円）となりました。 

   

（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、昨今の世界経済の減速感より、当初予定した売上の達成は難しいと判断し、平成

24年２月10日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、本日（平成24年11月９日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

  

  

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等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「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」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

11,587

1,540

1,808

1,187

30,215

12,014

3,454

38,776

1,928

346 81 789 1,444

1,785

247

1,314 234

732 883

644

757 10,992 10,299

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,474 19,169

受取手形及び売掛金 3,652 3,629

有価証券 1,838 1,839

たな卸資産 4,860 5,242

繰延税金資産 199 187

その他 269 192

貸倒引当金 △49 △44

流動資産合計 29,244 30,215

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,741 4,522

機械装置及び運搬具（純額） 1,989 1,972

土地 3,002 3,002

建設仮勘定 78 6

その他（純額） 154 141

有形固定資産合計 9,966 9,645

無形固定資産   

土地使用権 504 498

その他 10 11

無形固定資産合計 515 509

投資その他の資産   

投資有価証券 2,109 1,756

出資金 81 77

長期貸付金 199 180

繰延税金資産 3 3

その他 83 85

貸倒引当金 △261 △242

投資その他の資産合計 2,216 1,859

固定資産合計 12,697 12,014

資産合計 41,941 42,230
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,266 2,357

設備関係支払手形 19 78

未払金 328 259

未払法人税等 439 265

賞与引当金 24 50

役員賞与引当金 25 11

その他 378 223

流動負債合計 3,482 3,247

固定負債   

退職給付引当金 111 128

繰延税金負債 54 54

その他 22 24

固定負債合計 188 207

負債合計 3,671 3,454

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,241 10,241

資本剰余金 12,033 12,033

利益剰余金 18,585 19,026

自己株式 △2,403 △2,403

株主資本合計 38,457 38,898

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △59 △53

為替換算調整勘定 △1,713 △1,623

その他の包括利益累計額合計 △1,773 △1,676

新株予約権 － 11

少数株主持分 1,586 1,542

純資産合計 38,270 38,776

負債純資産合計 41,941 42,230
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 12,576 11,587

売上原価 8,538 8,561

売上総利益 4,037 3,025

販売費及び一般管理費 1,732 1,485

営業利益 2,304 1,540

営業外収益   

受取利息 137 159

受取配当金 10 10

持分法による投資利益 1 0

為替差益 － 53

貸倒引当金戻入額 － 24

その他 28 29

営業外収益合計 177 278

営業外費用   

為替差損 136 －

その他 9 9

営業外費用合計 146 9

経常利益 2,336 1,808

特別利益   

貸倒引当金戻入額 80 －

補助金収入 40 124

特別利益合計 120 124

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 3 5

投資有価証券売却損 45 －

投資有価証券評価損 47 －

特別損失合計 95 5

税金等調整前四半期純利益 2,361 1,928

法人税、住民税及び事業税 661 627

法人税等調整額 143 9

法人税等合計 805 637

少数株主損益調整前四半期純利益 1,556 1,290

少数株主利益 102 103

四半期純利益 1,454 1,187
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,556 1,290

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 64 5

為替換算調整勘定 △305 98

持分法適用会社に対する持分相当額 △10 0

その他の包括利益合計 △251 104

四半期包括利益 1,305 1,395

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,236 1,284

少数株主に係る四半期包括利益 68 111
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,361 1,928

減価償却費 725 714

貸倒引当金の増減額（△は減少） △328 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） 76 25

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3 △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8 15

投資有価証券売却損益（△は益） 45 －

投資有価証券評価損益（△は益） 47 －

受取利息及び受取配当金 △147 △170

固定資産売却損益（△は益） － 0

固定資産除却損 3 5

補助金収入 △40 △124

為替差損益（△は益） 22 △0

持分法による投資損益（△は益） △1 △0

売上債権の増減額（△は増加） 506 37

たな卸資産の増減額（△は増加） △977 △346

仕入債務の増減額（△は減少） △220 81

その他 319 △220

小計 2,396 1,908

利息及び配当金の受取額 130 199

補助金の受取額 40 124

法人税等の支払額 △782 △789

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,785 1,444

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △15,812 △17,416

定期預金の払戻による収入 17,451 15,968

有形固定資産の取得による支出 △1,467 △247

有形固定資産の売却による収入 － 0

無形固定資産の取得による支出 △3 △4

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 48 363

その他 18 23

投資活動によるキャッシュ・フロー 234 △1,314

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △488 △732

少数株主への配当金の支払額 △153 △148

その他 △1 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △644 △883

現金及び現金同等物に係る換算差額 △87 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,288 △757

現金及び現金同等物の期首残高 9,011 11,749

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,299 10,992
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

当社グループは、電子部品及びその関連製品の研究開発、製造並びに販売を主たる目的とした単一事業であるた

め、記載を省略しております。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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