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１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30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 ％

26年３月期第２四半期 6,687 1.9 412 △15.8 439 △8.2 274 △3.3
25年３月期第２四半期 6,563 14.6 489 76.5 478 93.3 283 89.6

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 523百万円 ( 61.7％) 25年３月期第２四半期 324百万円 ( 130.6％)

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２四半期 30.31 ―
25年３月期第２四半期 31.33 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 15,554 8,547 50.8
25年３月期 14,365 7,938 52.0

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 7,899百万円 25年３月期 7,465百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00

26年３月期 ― 8.00

26年３月期(予想) ― 8.00 16.00

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、対前期増減率)

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

通期 13,500 2.6 1,000 12.0 950 △7.9 520 △7.4 57.45



  

 

 

 
  

・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四半期レビュー手続が実施中です。 

  

・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３ページ「１．当四半期決算に

関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

  

・当社は、平成25年11月６日(水)に機関投資家及び証券アナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予

定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する

予定です。 

※ 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 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ２社 (社名) NICHIDAI U.S.A.CORPORATION、NICHIDAI ASIA CO.,LTD. 

    除外  －社 (社名)

（注）詳細は、添付資料４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 ： 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 ： 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

（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) 26年３月期２Ｑ 9,053,300株 25年３月期 9,053,300株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,868株 25年３月期 1,868株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 9,051,432株 25年３月期２Ｑ 9,051,543株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間における、当社グループの主要顧客先である国内自動車業界では、円安基

調の為替動向を背景とした収益増や好調な米国市場における販売台数増加の影響は出ておりますが、引

き続き停滞している欧州市場やASEAN地域をはじめとした新興国市場の減速など、依然として先行き不

透明な状況が続いております。 

このような状況のなか、ネットシェイプ事業の金型部門では、ほぼ前年同期並みの売上高となりまし

たが、製品構成においては、周辺装置となるダイセットが増加したものの、金型製品が伸び悩みまし

た。一方、精密鍛造品部門では、エアコン用スクロールコンプレッサー部品の売上高が国内、海外双方

で増加したことから、ネットシェイプ事業の売上高は、32億２千万円（前年同期比7.8％増）となりま

した。 

アッセンブリ事業においては、欧州自動車市場停滞等の影響は生じているものの、第２四半期に入

り、特定機種のＶＧターボチャージャー部品の生産が増加傾向となりました。その結果、アッセンブリ

事業の売上高は、26億８千６百万円（前年同期比6.9％減）となりました。 

フィルタ事業においては、ヘルスケアなど特定産業向け製品が堅調に推移したことに加え、中国向け

などの輸出製品が増加したことから、フィルタ事業の売上高は、７億８千１百万円（前年同期比13.1％

増）となりました。 

以上の結果、連結売上高は66億８千７百万円（前年同期比1.9％増）となりました。 

 損益面におきましては、好調を維持したフィルタ事業と、第２四半期から売上高が増加したアッセン

ブリ事業は増益となったものの、ネットシェイプ事業が当第２四半期連結累計期間の製品構成の影響に

より減益となったため、営業利益４億１千２百万円（前年同期比15.8％減）、経常利益４億３千９百万

円（前年同期比8.2％減）、四半期純利益２億７千４百万円（前年同期比3.3％減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ11億８千８百万円増加

し、155億５千４百万円となりました。これは、主に現金及び預金が９億５千１百万円、有形固定資産

が５億８千４百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が２億１千３百万円、棚卸資産が５千９百万

円、投資その他の資産が７千１百万円減少したことによるものであります。 

負債におきましては、前連結会計年度末に比べ５億８千万円増加し、70億７百万円となりました。こ

れは、主に買掛金が８千１百万円、借入金が２億３千７百万円、賞与引当金が１億３百万円、未払金を

含む流動負債のその他が１億５百万円増加したことによるものであります。  

純資産におきましては、主に四半期純利益２億７千４百万円、為替換算調整勘定１億７千２百万円の

増加により、前連結会計年度末に比べ６億８百万円増加し、85億４千７百万円となり、自己資本比率は

50.8％となりました。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ10億５千万円増加し、24億３千８百万円となりました。これは、現金及び現金同等物の増

加額８億９千６百万円、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額１億５千４百万円によるものであ

ります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果得られた資金は12億２千６百万円（前年同期比7.3％増）となりました。これは、

主に税金等調整前当期純利益４億５千１百万円、減価償却費３億５千３百万円、賞与引当金の増加額

１億３百万円、売上債権の減少額２億１千５百万円、たな卸資産の減少額１億４千２百万円の増加要

因によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果使用した資金は５億１千９百万円（前年同期比31.2％減）となりました。これは、

主にネットシェイプ事業用設備の更新等、有形固定資産の取得による支出６億７千５百万円によるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果得られた資金は１億５千８百万円（前年同期は４億５千８百万円の使用）となりま

した。これは、主に長期借入れによる収入12億円より、短期借入金の純減少額１億５千４百万円、長

期借入金の返済による支出８億９百万円、配当金の支払額７千２百万円を差し引いた結果によるもの

であります。 

  

平成25年５月１日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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第１四半期連結会計期間より、NICHIDAI U.S.A.CORPORATIONとNICHIDAI ASIA CO.,LTD.の２社は重要

性が増したため、連結の範囲に含めております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,743,754 2,695,273

受取手形及び売掛金 3,488,304 3,274,311

商品及び製品 618,949 383,466

仕掛品 565,624 606,403

原材料及び貯蔵品 906,678 1,041,435

その他 325,823 310,749

貸倒引当金 △4,191 △3,990

流動資産合計 7,644,942 8,307,649

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,939,693 1,986,788

機械装置及び運搬具（純額） 1,525,434 1,720,947

土地 1,782,544 1,800,901

その他（純額） 864,019 1,187,309

有形固定資産合計 6,111,692 6,695,946

無形固定資産 99,317 112,759

投資その他の資産 509,280 437,836

固定資産合計 6,720,290 7,246,542

資産合計 14,365,232 15,554,192
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,328,124 1,409,336

短期借入金 828,934 676,680

1年内返済予定の長期借入金 1,372,824 1,560,962

リース債務 101,546 103,574

未払法人税等 110,037 125,612

賞与引当金 137,600 241,239

その他 650,227 756,225

流動負債合計 4,529,294 4,873,631

固定負債   

長期借入金 1,369,720 1,571,768

リース債務 452,390 490,738

退職給付引当金 71,825 67,569

その他 3,813 3,376

固定負債合計 1,897,749 2,133,452

負債合計 6,427,043 7,007,083

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,429,921 1,429,921

資本剰余金 1,192,857 1,192,857

利益剰余金 4,891,449 5,151,394

自己株式 △1,107 △1,107

株主資本合計 7,513,120 7,773,065

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,484 5,760

為替換算調整勘定 △51,902 120,382

その他の包括利益累計額合計 △47,418 126,142

少数株主持分 472,487 647,900

純資産合計 7,938,189 8,547,108

負債純資産合計 14,365,232 15,554,192
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 6,563,332 6,687,893

売上原価 5,230,489 5,327,101

売上総利益 1,332,843 1,360,791

販売費及び一般管理費 842,899 948,322

営業利益 489,944 412,469

営業外収益   

受取利息 2,716 4,615

受取配当金 222 237

為替差益 20,174 41,964

受取保険金及び配当金 3,575 602

助成金収入 － 1,487

その他 10,882 11,165

営業外収益合計 37,571 60,073

営業外費用   

支払利息 31,744 30,991

クレーム費用 15,423 －

その他 2,005 2,428

営業外費用合計 49,172 33,419

経常利益 478,343 439,122

特別利益   

投資有価証券償還益 2,523 －

固定資産売却益 1,628 14,276

特別利益合計 4,152 14,276

特別損失   

固定資産売却損 88 346

固定資産除却損 4,319 1,659

特別損失合計 4,408 2,006

税金等調整前四半期純利益 478,087 451,392

法人税、住民税及び事業税 108,547 124,471

法人税等調整額 45,100 26,192

法人税等合計 153,648 150,664

少数株主損益調整前四半期純利益 324,439 300,727

少数株主利益 40,814 26,399

四半期純利益 283,625 274,328
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 324,439 300,727

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,049 1,276

為替換算調整勘定 4,688 221,932

その他の包括利益合計 △361 223,209

四半期包括利益 324,077 523,937

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 269,234 447,890

少数株主に係る四半期包括利益 54,843 76,047
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 478,087 451,392

減価償却費 272,634 353,803

賞与引当金の増減額（△は減少） 101,046 103,342

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,674 △4,525

貸倒引当金の増減額（△は減少） △980 9,238

受取利息及び受取配当金 △2,939 △4,853

投資有価証券償還損益（△は益） △2,523 －

支払利息 31,744 30,991

有形固定資産除却損 4,319 1,659

有形固定資産売却損益（△は益） △1,540 △13,929

売上債権の増減額（△は増加） 522,067 215,018

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,174 142,787

仕入債務の増減額（△は減少） △156,880 29,792

その他 104 43,800

小計 1,307,989 1,358,518

利息及び配当金の受取額 2,948 4,938

利息の支払額 △27,139 △31,810

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △141,274 △105,262

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,142,522 1,226,384

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 △408,323 △103,965

定期預金の払戻による収入 306,019 203,928

有形固定資産の取得による支出 △644,360 △675,185

有形固定資産の売却による収入 10,782 70,524

投資有価証券の取得による支出 △388 △394

投資有価証券の償還による収入 10,291 320

その他 △28,696 △14,480

投資活動によるキャッシュ・フロー △754,674 △519,253

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △46,098 △154,409

長期借入れによる収入 1,250,000 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △583,801 △809,814

長期未払金の返済による支出 △15,350 －

社債の償還による支出 △1,000,000 －

少数株主からの払込みによる収入 － 44,288

リース債務の返済による支出 △9,777 △49,467

配当金の支払額 △53,467 △72,075

財務活動によるキャッシュ・フロー △458,495 158,522

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,835 30,702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △67,812 896,355

現金及び現金同等物の期首残高 1,500,167 1,387,931

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 154,402

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,432,354 2,438,689
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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２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30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 

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30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 

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。 

  

（４）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）

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,987,586 2,885,332 690,413 6,563,332 － 6,563,332

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ － － － － －

計 2,987,586 2,885,332 690,413 6,563,332 － 6,563,332

セグメント利益 159,020 201,320 118,002 478,343 － 478,343

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

  外部顧客への売上高 3,220,092 2,686,714 781,086 6,687,893 － 6,687,893

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ － － － － －

計 3,220,092 2,686,714 781,086 6,687,893 － 6,687,893

セグメント利益 85,673 215,391 138,058 439,122 － 439,122
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（1）販売実績                               （単位：千円） 

 
（注） 内、海外向売上高 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（2）受注状況                               （単位：千円） 

 
（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２．ネットシェイプの精密鍛造品部門とアッセンブリの受注状況には、内示受注高を含んでおります。 

  

（3）生産実績                               （単位：千円） 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

（生産、受注及び販売の状況）

事業別

前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年９月30日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 2,987,586 45.5 3,220,092 48.1

アッセンブリ 2,885,332 44.0 2,686,714 40.2

フィルタ 690,413 10.5 781,086 11.7

合計 6,563,332 100.0 6,687,893 100.0

事業別

前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年９月30日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 482,997 16.2 670,084 20.8

アッセンブリ 1,648,291 57.1 1,246,481 46.4

フィルタ 191,974 27.8 256,295 32.8

合計 2,323,263 35.4 2,172,861 32.5

事業別

前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年９月30日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ネットシェイプ 3,029,314 1,182,874 3,664,661 1,645,079

アッセンブリ 2,897,350 1,708,131 2,849,301 1,782,023

フィルタ 710,877 292,099 880,982 407,276

合計 6,637,542 3,183,104 7,394,945 3,834,379

事業別

前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年９月30日）

金額 金額

ネットシェイプ 2,922,851 3,079,952

アッセンブリ 2,915,982 2,672,816

フィルタ 656,779 721,071

合計 6,495,613 6,473,840
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