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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日）

（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３四半期 182,296 △2.0 16,340 △32.7 14,704 △39.9 3,799 －
24年３月期第３四半期 185,985 － 24,293 － 24,465 － △40,384 －

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 21,640百万円( －％) 24年３月期第３四半期△54,221百万円( －％)

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３四半期 11.64 11.62
24年３月期第３四半期 △123.68 －

(注)１．24年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率は、会計方針の変更に伴い遡及修正が行われたため、記載しておりません。

２．24年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの 

１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第３四半期 519,279 282,383 52.4
24年３月期 523,322 264,381 48.5

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 272,265百万円 24年３月期 253,958百万円

２．配当の状況

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 － 10.00 － 10.00 20.00
25年３月期 － 10.00 －

25年３月期(予想) 10.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 245,000 △1.6 18,000 △32.1 19,000 △34.8 10,000 － 30.63

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

   

   

   

   

   

 
  
  

   
   

 

 

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社（社名）

（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

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 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）第１四半期連結会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが
困難な場合」に該当しております。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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 337,560,196株 24年３月期 337,560,196株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 11,006,820株 24年３月期 11,043,028株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 326,525,540株 24年３月期３Ｑ 326,516,936株

※ 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、四半期連結財務諸表に対するレビュー手続きが実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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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 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前半は国内の復興関連需要等を背景に堅調に推移したものの、

欧州の低迷、中国の減速や日中関係悪化など海外需要の影響から、後半にかけて弱めに推移しました。 

 当社グループにおきましては、セラミックス事業の自動車関連製品で日本や米国の需要が堅調に推移し、触媒用

セラミックス担体（ハニセラム・大型ハニセラム）やコージェライト製ディーゼル・パティキュレート・フィルタ

ー（ＤＰＦ）等の需要が増加いたしました。エレクトロニクス事業は、インクジェットプリンター用圧電マイクロ

アクチュエーターの需要が減少したほか、半導体製造装置用セラミックスの市況低迷継続などにより低調に推移い

たしました。電力関連事業ではがいしが中国市場の需要減少や競合激化の影響を受けたほか、電力貯蔵用ＮＡＳ電

池（ナトリウム/硫黄電池）も大口案件の出荷は無く低調に推移いたしました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、自動車関連製品を中心としたセラミックス事業は増加し

たものの、エレクトロニクス事業が大幅な減収となり、全社合計では前年同期比2.0％減の1,822億96百万円となり

ました。利益面では、電力関連事業の赤字が減少した一方で、エレクトロニクス事業の悪化や、セラミックス事業

で生産能力増強に伴う費用の先行等により、営業利益は前年同期比32.7％減の163億40百万円、経常利益は同

39.9％減の147億４百万円となりました。また、特別損失として、第２四半期連結会計期間に計上した投資有価証

券評価損に加え、中国市場における事業環境の悪化を受けがいし中国子会社において固定資産の減損損失を当第３

四半期連結会計期間に計上したこと等から、四半期純利益は37億99百万円（前年同期は403億84百万円の四半期純

損失）となりました。 

 セグメント別には、電力関連事業では売上高は前年同期比0.1％減の423億円、営業損益は41億59百万円の営業損

失（前年同期は55億58百万円の営業損失）、セラミックス事業では売上高は同3.8％増の1,019億13百万円、営業利

益は同20.8％減の198億９百万円、エレクトロニクス事業では売上高は同16.3％減の381億86百万円、営業利益は同

85.6％減の６億90百万円となりました。 

 

(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の総資産合計は5,192億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億43百万円減

少いたしました。これは有形固定資産やたな卸資産が増加した一方で、投資有価証券や現金及び預金が減少したこ

となどによるものであります。 

 負債合計は2,368億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ220億44百万円減少いたしました。これは、ＮＡＳ

電池安全対策引当金や１年内返済予定の長期借入金が減少したことなどによるものであります。 

 また純資産合計は、為替換算調整勘定及び利益剰余金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ180億

１百万円増加し2,823億83百万円となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 売上高は、セラミックス事業の自動車関連製品で欧州市場の低迷長期化や北米のトラック販売減速の見込み等も

あり減収となる見通しです。エレクトロニクス事業では年度後半に回復を期待した半導体製造装置用セラミックス

市況の低迷継続、電力関連事業はがいしの中国での需要減少等により減収となる見通しで、全社合計も前回予想を

下回る見通しです。 

 利益面では、営業利益、経常利益は減収の影響により前回予想と比べて減益となる見通しです。また当期純利益

は、第３四半期で計上した中国がいし子会社の固定資産に係る減損損失も加わり、前回予想を大幅に下回る見通し

です。 

 これらの結果、平成24年10月31日に公表した通期の業績予想を、売上高は100億円減の2,450億円、営業利益は50

億円減の180億円、経常利益は50億円減の190億円、当期純利益は60億円減の100億円にそれぞれ修正いたします。 

 今後、上記通期業績予想を見直す必要が生じた場合には速やかに開示する予定です。なお、業績予想につきまし

ては、現時点で入手可能な情報に基づいており、実際の数値は今後様々な要因により予想数値と大きく異なる可能

性があります。 
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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） 

 

売上高 営業利益 経常利益 
当期純利益 

又は損失(△) 

１株当たり 

当期純利益 

又は損失(△)

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想 (Ａ) 255,000 23,000 24,000 16,000 49.00

今回修正予想 (Ｂ) 245,000 18,000 19,000 10,000 30.63

増減額 (Ｂ－Ａ) △10,000 △5,000 △5,000 △6,000 ―

増減率 (％) △3.9％ △21.7％ △20.8％ △37.5％ ―

(ご参考)前期実績 

(平成24年３月期) 
248,948 26,504 29,120 △35,351 △108.27

（注）前期実績は、会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しております。 

 

 

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 

 該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

 

(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 

  （減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

 

 ・ 会計方針の変更 

  （収益認識基準の変更） 

当社及び国内連結子会社では、従来、主として出荷基準により収益を認識しておりましたが、第１四半期

連結会計期間より、契約条件等に基づき着荷日等に収益を認識する方法に変更しております。 

当社グループにおいては、当社及び国内連結子会社が、主として出荷基準により収益を認識する一方、海

外連結子会社は、国際会計基準・米国会計基準に従って契約条件に基づき着荷日等に収益を認識しており、

国内外で異なる基準を採用しておりました。平成21年７月に日本公認会計士協会により、会計制度委員会研

究報告第13号「我が国の収益認識に関する研究報告（中間報告）」が公表されたことを契機として、収益認

識基準について検討を行ったところ、統一した収益認識基準を採用することがグループの経営管理上重要で

あると考え、重要なリスクと経済価値の移転の確実性等を考慮した上で、当社及び国内連結子会社の収益認

識基準を、契約条件等に基づき着荷日等に認識する方法に統一することがより適切であるとの判断に至り、

システム対応が整った第１四半期連結会計期間より収益認識基準を統一しました。 

なお、前年同期間及び前連結会計年度については、当該会計方針変更を遡及適用後の四半期連結財務諸表

及び連結財務諸表となっております。 

この結果、遡及適用を行う前に比べて、前第３四半期連結累計期間の売上高は1,195百万円増加しており、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ460百万円増加しております。また、前連結会

計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は306百万円減少し

ております。 

ただし、工事契約については、従来どおり当四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用しております。 
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(4) 追加情報 

    （連結子会社の事業年度等に関する事項の変更） 

従来、在外子会社については連結決算日（３月31日）と異なる決算日の財務諸表を使用し、連結決算日と

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したが、第１四半期連結会計期間より、

NGK NORTH AMERICA,INC.他21社は決算日を３月31日に変更し、中国とメキシコにある子会社７社については

３月31日に仮決算を行うこととしました。なお、これらの連結子会社の決算期変更等に伴う３ヶ月間の損益

は、利益剰余金の増減として調整しております。 
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 47,595 34,649

受取手形及び売掛金 54,848 48,882

有価証券 68,530 67,070

たな卸資産 79,869 98,580

その他 32,379 26,309

貸倒引当金 △111 △81

流動資産合計 283,112 275,411

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 49,821 51,319

機械装置及び運搬具（純額） 46,322 59,536

その他（純額） 39,300 43,586

有形固定資産合計 135,444 154,442

無形固定資産 3,513 5,229

投資その他の資産   

投資有価証券 77,862 60,300

その他 23,606 24,099

貸倒引当金 △216 △204

投資その他の資産合計 101,252 84,196

固定資産合計 240,210 243,867

資産合計 523,322 519,279

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,589 23,140

短期借入金 4,735 4,633

1年内返済予定の長期借入金 8,000 －

未払法人税等 3,835 1,373

ＮＡＳ電池安全対策引当金 42,334 29,998

その他の引当金 1,817 2,663

その他 27,337 26,382

流動負債合計 112,650 88,191

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 98,701 106,131

退職給付引当金 16,465 16,337

製品保証引当金 658 331

その他 10,465 5,904

固定負債合計 146,290 148,704

負債合計 258,940 236,896
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 69,849 69,849

資本剰余金 85,138 85,135

利益剰余金 158,634 159,596

自己株式 △14,412 △14,358

株主資本合計 299,209 300,223

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,479 4,961

繰延ヘッジ損益 34 27

為替換算調整勘定 △47,727 △30,757

在外子会社の退職給付債務等調整額 △2,036 △2,190

その他の包括利益累計額合計 △45,250 △27,958

新株予約権 741 739

少数株主持分 9,681 9,378

純資産合計 264,381 282,383

負債純資産合計 523,322 519,279
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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４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 185,985 182,296

売上原価 125,278 125,898

売上総利益 60,707 56,397

販売費及び一般管理費 36,413 40,056

営業利益 24,293 16,340

営業外収益   

受取利息 976 631

受取配当金 659 644

為替差益 － 1,126

デリバティブ評価益 648 －

その他 734 915

営業外収益合計 3,019 3,317

営業外費用   

支払利息 908 1,281

為替差損 662 －

デリバティブ評価損 － 1,234

持分法による投資損失 741 1,121

ＮＡＳ電池安全対策引当金繰入額 － 700

その他 533 616

営業外費用合計 2,846 4,953

経常利益 24,465 14,704

特別利益   

固定資産売却益 33 39

特別利益合計 33 39

特別損失   

固定資産処分損 193 306

投資有価証券評価損 654 3,045

減損損失 － ※1  2,079

ＮＡＳ電池安全対策費用 60,000 －

特別損失合計 60,848 5,430

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△36,348 9,312

法人税、住民税及び事業税 3,729 3,333

過年度法人税等 7,896 －

法人税等調整額 △8,309 1,999

法人税等合計 3,316 5,332

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△39,665 3,980

少数株主利益 719 181

四半期純利益又は四半期純損失（△） △40,384 3,799
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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４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△39,665 3,980

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,695 477

繰延ヘッジ損益 27 △6

為替換算調整勘定 △11,982 17,343

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 0

在外子会社の退職給付債務等調整額 98 △154

その他の包括利益合計 △14,556 17,659

四半期包括利益 △54,221 21,640

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △54,596 21,090

少数株主に係る四半期包括利益 374 549
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報 

Ⅰ 前第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） 

  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：百万円） 

報告セグメント 

 電力関連

事業 

セラミックス

事業 

エレクトロ

ニクス事業
計 

調整額 

(注) 

四半期連結

損益計算書

計上額 

売上高  

  外部顧客への売上高 42,317 98,038 45,630 185,985 － 185,985

  セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
32 151 － 183 △183 －

計 42,349 98,189 45,630 186,169 △183 185,985

セグメント利益又は損失（△） 

（営業利益又は損失（△）） 
△5,558 25,014 4,804 24,260 32 24,293

(注) セグメント利益の調整額32百万円は、セグメント間取引の調整であります。 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24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：百万円） 

報告セグメント 

 電力関連

事業 

セラミックス

事業 

エレクトロ

ニクス事業
計 

調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 

売上高  

  外部顧客への売上高 42,273 101,836 38,186 182,296 － 182,296

  セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
27 76 － 104 △104 －

計 42,300 101,913 38,186 182,400 △104 182,296

セグメント利益又は損失（△） 

（営業利益又は損失（△）） 
△4,159 19,809 690 16,340 － 16,340

 

(注) 会計方針の変更 

（収益認識基準の変更） 

 「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」

に記載のとおり、当社及び国内連結子会社で、収益認識基準を変更しております。 

 当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期については遡及適用後のセグメント情報になっておりま

す。その結果、前第３四半期連結累計期間のセグメント売上高及び利益又は損失は、遡及適用を行う前と比

較して、「電力関連事業」で売上高が975百万円増加、セグメント損失が409百万円減少、「セラミックス事

業」で売上高が164百万円増加、セグメント利益が27百万円増加、「エレクトロニクス事業」で売上高が55百

万円増加、セグメント利益が23百万円増加しております。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 
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(6) その他の注記事項 

(四半期連結損益計算書関係) 

※１．減損損失 

当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

 当社グループは、主に内部管理上採用している事業によりグルーピングを行っており、また遊休資産につ

いては個別資産ごとにグルーピングを行っております。 

 ガイシ事業の中国子会社の建物、生産設備及び当該事業に係るのれんについて、当第３四半期連結会計期

間における市況及び事業環境の悪化を受け、将来事業計画を見直した結果、当初想定していた収益性が見込

めないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(2,079百万円)として特別損失

に計上しました。 
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