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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 2,284 △0.6 12 △94.2 60 △64.7 45 △79.1
25年3月期第1四半期 2,299 △2.8 206 △9.4 170 △16.3 218 △66.9

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 153百万円 （17.3％） 25年3月期第1四半期 131百万円 （△82.6％）

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

26年3月期第1四半期 4.87 ―
25年3月期第1四半期 23.29 ―

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

26年3月期第1四半期 11,906 4,625 38.2 485.21
25年3月期 11,557 4,594 39.1 481.95
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  4,548百万円 25年3月期  4,517百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 4,600 7.7 300 △15.0 310 6.1 310 △9.6 33.07
通期 9,300 8.3 720 9.3 710 △5.3 700 △23.0 74.67



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料２ページ「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」をご覧下さい。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２） 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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きの対象外であり、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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ
「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 

※  注記事項

新規 1社 （社名）
NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE 
LIMITED

、 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） 26年3月期1Q 10,000,000 株 25年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 625,897 株 25年3月期 625,897 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 9,374,103 株 25年3月期1Q 9,375,639 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は経済対策や金融政策効果に対する期待感から、円高是正・株価

回復の進展など、景況感に改善の動きが見られるものの、長期化する欧州財政不安や新興国の経済成長の鈍化等の

影響を受けるなど、依然として不透明な状況下で推移いたしました。  

 このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間の業績は、自動車用気化器の販売減少により、連結売上高は

22億８千４百万円（前年同期比0.6％減少)となりました。 

 損益につきましては、インド子会社の生産開始による初期費用負担増加や、生産拠点の見直しに伴う代替生産コ

スト増等の要因により営業利益は１千２百万円（同94.2％減少）、経常利益は６千万円（同64.7％減少）、四半期

純利益は４千５百万円（同79.1％減少）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。  

 自動車機器事業は自動車用気化器等の販売が減少し、売上高は２億１千７百万円（同14.6％減少）、セグメント

利益は２千３百万円（同20.3％減少）となりました。 

 ガス機器事業は北米向けフォークリフト用ガス噴射機器の回復等により売上高は10億３千４百万円（同3.0％増

加）となったものの、一部製品についての市場処理費用負担もあり、セグメント利益は１千４百万円（同78.5％減

少）となりました。   

  汎用機器事業は米国向け需要はほぼ横這いで推移したことにより、売上高は15億６千４百万円（同10.0％増加）

となったものの、インド子会社の生産開始による初期費用負担増加や、生産拠点の見直しに伴う代替生産コスト増

等の要因により、セグメント損失は７千万円（前年同期は３千２百万円の損失）となりました。 

  不動産賃貸事業は売上高１億３千７百万円（同0.0％増加）、セグメント利益は１億１千９百万円（同2.7％増

加）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は119億６百万円と、前連結会計年度末と比べて３億４千８

百万円増加しました。主な増減項目は、機械装置及び運搬具の増加（３億９千６百万円）、現金及び預金の増加

（３億６千９百万円）及び投資有価証券の減少（３億９千２百万円）であります。 

（負債の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は72億８千万円と、前連結会計年度末と比べて３億１千７百万

円増加しました。主な増減項目は、支払手形及び買掛金の増加（１億６千３百万円）であります。 

（純資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は46億２千５百万円と、前連結会計年度末と比べて３千１百

万円増加しました。主な増減項目は、為替換算調整勘定の増加（９千８百万円）であります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月15日に開示いたしました第２四半期累計期間の連結・個別業績予想値、通期連結・個別予想値の変更

はございません。   

    

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  当第１四半期連結累計期間より、非連結子会社でありましたNIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITEDは重要

性が増したため、連結の範囲に含めております。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用につきましては、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,704,152 3,073,971

受取手形及び売掛金 1,815,353 1,582,700

商品及び製品 377,556 505,662

仕掛品 773,746 837,459

原材料及び貯蔵品 52,535 49,222

その他 401,103 363,813

貸倒引当金 △6,871 △5,622

流動資産合計 6,117,575 6,407,206

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,907,778 1,935,390

機械装置及び運搬具（純額） 951,110 1,347,766

その他（純額） 558,123 557,210

有形固定資産合計 3,417,012 3,840,368

無形固定資産 196,837 187,181

投資その他の資産   

投資有価証券 1,816,976 1,424,005

その他 8,845 47,307

投資その他の資産合計 1,825,821 1,471,313

固定資産合計 5,439,671 5,498,862

資産合計 11,557,247 11,906,069

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,031,494 1,194,517

短期借入金 1,727,880 1,717,680

未払法人税等 49,651 35,040

賞与引当金 140,279 85,900

その他 647,953 998,826

流動負債合計 3,597,259 4,031,964

固定負債   

長期借入金 431,830 381,560

退職給付引当金 1,465,043 1,434,161

役員退職慰労引当金 84,939 89,696

環境対策引当金 7,352 7,352

その他 1,376,582 1,335,753

固定負債合計 3,365,747 3,248,524

負債合計 6,963,006 7,280,489
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 49,674 49,674

利益剰余金 3,658,497 3,581,502

自己株式 △295,877 △295,877

株主資本合計 3,912,295 3,835,299

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 685,921 694,536

為替換算調整勘定 △80,382 18,552

その他の包括利益累計額合計 605,539 713,089

少数株主持分 76,406 77,191

純資産合計 4,594,241 4,625,580

負債純資産合計 11,557,247 11,906,069
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,299,753 2,284,890

売上原価 1,774,248 1,892,422

売上総利益 525,505 392,467

販売費及び一般管理費 319,105 380,461

営業利益 206,400 12,005

営業外収益   

受取利息 656 1,047

受取配当金 20,534 25,207

為替差益 － 41,790

その他 3,110 3,520

営業外収益合計 24,301 71,564

営業外費用   

支払利息 18,266 15,693

為替差損 39,738 －

その他 2,273 7,701

営業外費用合計 60,278 23,395

経常利益 170,422 60,175

特別利益   

固定資産売却益 520 －

特別利益合計 520 －

特別損失   

固定資産除売却損 123 115

特別損失合計 123 115

税金等調整前四半期純利益 170,819 60,059

法人税等 2,133 23,421

少数株主損益調整前四半期純利益 168,685 36,638

少数株主損失（△） △49,697 △8,976

四半期純利益 218,383 45,615
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 168,685 36,638

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △115,266 8,614

為替換算調整勘定 77,866 108,696

その他の包括利益合計 △37,400 117,310

四半期包括利益 131,284 153,949

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 158,537 153,165

少数株主に係る四半期包括利益 △27,252 784
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 該当事項はありません。   

 該当事項はありません。   

Ⅰ 前第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） 

１．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：千円）

（注）１．外部顧客への売上高の調整額 千円及びセグメント利益の調整額 千円は、主に連結会社

間の内部取引消去等の連結修正金額であります。 

２．セグメント利益（又は損失△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動

及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

１．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：千円）

（注）１．外部顧客への売上高の調整額 千円及びセグメント利益の調整額 千円は、主に連結会

社間の内部取引消去等の連結修正金額であります。 

２．セグメント利益（又は損失△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動

及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  
自動車機
器事業 

ガス機器
事業 

汎用機器
事業 

不動産賃
貸事業 

合計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)２ 

売上高               

外部顧客への売上高  255,145  1,004,612  1,422,278  137,466  2,819,502  △519,748  2,299,753

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  255,145  1,004,612 1,422,278  137,466  2,819,502  △519,748  2,299,753

セグメント利益（又は

損失△） 
 29,575  65,441  △32,665  116,260  178,611  27,788  206,400

△519,748 27,788

  
自動車機
器事業 

ガス機器
事業 

汎用機器
事業 

不動産賃
貸事業 

合計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)２ 

売上高               

外部顧客への売上高  217,946  1,034,515  1,564,735  137,467  2,954,664  △669,773  2,284,890

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  217,946  1,034,515 1,564,735  137,467  2,954,664  △669,773  2,284,890

セグメント利益（又は

損失△） 
 23,559  14,098  △70,462  119,402  86,596  △74,591  12,005

△669,773 △74,591
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