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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 287,303 △15.1 24,967 △59.5 22,767 △60.0 10,603 △45.4
24年3月期 338,214 △13.3 61,638 △47.5 56,855 △50.3 19,408 △71.7

（注）包括利益 25年3月期 27,908百万円 （88.3％） 24年3月期 14,819百万円 （△78.0％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 21.32 ― 2.2 3.3 8.7
24年3月期 39.02 ― 4.2 8.2 18.2

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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

25年3月期 697,385 495,294 70.1 982.97
24年3月期 687,069 475,736 68.4 945.47

（参考） 自己資本   25年3月期  488,936百万円 24年3月期  470,283百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 55,111 △46,545 7,666 121,740
24年3月期 83,736 △79,827 △14,731 105,209

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00 7,461 38.4 1.6
25年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 7,958 75.0 1.7
26年3月期(予想) ― 8.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第1四半期
56,000 

～61,000
△25.3 

～△18.6
1,000

～3,000
△87.2

～△61.5
1,000

～2,000
△86.0

～△72.0
500 

～1,000
△18.6
～62.9

1.01
～2.01

通期
270,000 

～290,000
△6.0 
～0.9

15,000
～21,000

△39.9
～△15.9

13,000
～19,000

△42.9
～△16.5

8,000 
～12,000

△24.5
～13.2

16.08
～24.13



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は添付資料15ページ3．連結財務諸表(5)連結財務諸表に関する注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  ： 無
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 497,616,234 株 24年3月期 497,616,234 株
② 期末自己株式数 25年3月期 208,204 株 24年3月期 206,939 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 497,409,635 株 24年3月期 497,422,116 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 222,850 △20.4 12,749 △72.7 15,829 △66.9 6,099 △62.5
24年3月期 280,080 △17.2 46,648 △52.6 47,862 △55.7 16,258 △75.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 12.26 ―
24年3月期 32.68 ―

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

25年3月期 639,047 443,022 69.3 890.66
24年3月期 639,081 434,915 68.1 874.36

（参考） 自己資本 25年3月期  443,022百万円 24年3月期  434,915百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表及び個別財務諸表の監査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 
（業績予想の適切な利用に関する説明） 
 本資料に記載されている業績予想は、当社グループが合理的と判断する一定の前提に基づいて作成したものであり、リスクや不確定要素を含んだものです。
実際の業績は、様々な重要な要素により、業績予想と大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。詳細は添付資料3ページ1.経営成績・財政状態に関
する分析(1)経営成績に関する分析の次期の見通しをご覧ください。  
 
（決算補足説明資料の入手方法） 
 決算補足説明資料は、4月30日に当社ホームページ(URL http://www.neg.co.jp/)にて開示します。 


