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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）

（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 669 △17.3 2 △96.8 5 △93.8 3 △96.2

25年３月期第１四半期 809 35.2 83 ― 83 ― 88 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 13百万円(△83.0％) 25年３月期第１四半期 81百万円( ―％)

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

26年３月期第１四半期 0.11 ―

25年３月期第１四半期 2.88 ―

（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１四半期 3,974 2,839 71.4

25年３月期 4,073 2,856 70.1

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 2,839百万円 25年３月期 2,856百万円

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 ― 1.00 1.00

26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 1.00 1.00

(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）

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) 1,500 △5.0 110 △32.4 112 △32.7 85 △49.3 2.77

通期 3,300 5.7 250 △14.6 253 △15.2 205 △38.3 6.67

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 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１Ｑ 30,713,342株 25年３月期 30,713,342株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 296株 25年３月期 296株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 30,713,046株 25年３月期１Ｑ 30,713,046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四半期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
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。
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当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）におけるわが国経済は、

新政権下での経済政策により円高の是正・株価の回復が進行し、景況感の改善傾向が持続しております

が、実態経済への影響はまだ限定的であり、景気は総じて厳しい状況が続いております。海外におきま

しても、欧州経済の停滞や中国をはじめとする新興国経済の減速など海外景気の下振れリスクが存在し

ており、依然として先行き不透明な状況で推移しました。

このような状況の中、当社グループでは、平成23年８月に策定した「13中期経営計画」に基づき、国

内外既存顧客への対応の強化、低燃費・低環境負荷を実現する戦略的商品の集中的拡販、新興国への積

極的な営業活動に努めるなどの様々な施策を実行してまいりました。海外向け案件については、前連結

会計年度に受注した大型加熱炉に続き、マレーシア向けインシネレータの受注獲得など順調に推移した

ものの、国内向けの受注については依然として低水準に止まっており、厳しい環境下での事業運営を迫

られることとなりました。

これらの結果、一部の大型案件の進捗が想定よりも遅れたことなどもあり、当第１四半期連結累計期

間の業績は、売上高６億６千９百万円（前年同四半期比17.3％減）、営業利益２百万円（前年同四半期

比96.8％減）、経常利益５百万円（前年同四半期比93.8％減）、四半期純利益３百万円（前年同四半期

比96.2％減）となりました。

セグメントごとの業績を示すと、以下のとおりであります。

①工業炉燃焼装置関連

工業炉燃焼装置関連事業につきましては、前期に受注した海外向け大型案件の進捗が想定よりも遅

れたことなどから、当第１四半期連結累計期間の売上高は６億６千８百万円（前年同四半期比17.3％

減）、営業損失は１千万円（前年同四半期は７千万円の営業利益）となりました。

②その他

その他の事業につきましては、各子会社からの不動産賃貸収入、経営指導料等が収益の中心となっ

ております。当第１四半期連結累計期間の売上高は７千３百万円（前年同四半期比2.5％減）、営業

利益は６千４百万円（前年同四半期比3.0％減）となりました。

① 資産、負債、純資産の状況

（資産の部）

当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べて2.4％減少し、39億７千４百万

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて5.6％減少し、29億２千万円となりました。これは現金及

び預金の増加１億６百万円、受取手形及び売掛金の減少３億３千１百万円、仕掛品の増加４千８百万

円などによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて7.5％増加し、10億５千４百万円となりました。これは、

建設中の燃焼試験設備建設による建設仮勘定の増加５千６百万円などによるものであります。

（負債の部）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて10.6％減少し、６億７千２百万円となりました。これは支

払手形及び買掛金の減少１億５千４百万円、大型案件売上計上による前受金の減少１億６千２百万

円、短期借入金の増加２億５千２百万円などによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.6％減少し、４億６千２百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.6％減少し、28億３千９百万円となりました。これは

四半期純利益３百万円の計上、配当金３千万円の支払いなどによるものであります。

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

（２）財政状態に関する説明
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平成25年５月13日に公表した第２四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更はありません。ま

た、当事業年度の配当については、期末配当として１株当たり１円を予定しております。

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、当社とし

てその実現を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。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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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４．四半期連結財務諸表
（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 1,598,908 1,705,059

受取手形及び売掛金 1,201,933 870,339

仕掛品 85,390 134,316

原材料及び貯蔵品 156,131 161,552

その他 51,122 48,916

貸倒引当金 △813 －

流動資産合計 3,092,672 2,920,184

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 81,921 80,212

機械装置及び運搬具（純額） 5,262 4,826

土地 703,022 703,022

建設仮勘定 24,483 80,935

その他（純額） 6,048 5,404

有形固定資産合計 820,738 874,401

無形固定資産

ソフトウエア 4,112 5,674

無形固定資産合計 4,112 5,674

投資その他の資産

投資有価証券 106,777 124,432

破産更生債権等 30,650 30,500

その他 84,158 84,504

貸倒引当金 △65,537 △65,387

投資その他の資産合計 156,048 174,048

固定資産合計 980,899 1,054,125

資産合計 4,073,572 3,974,309

株式会社ＮＦＫホールディングス(6494) 平成26年３月期 第１四半期決算短信

- 4 -



(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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 350,627 195,964

短期借入金 30,900 283,360

未払法人税等 22,819 3,043

賞与引当金 72,265 37,407

完成工事補償引当金 － 2,588

工事損失引当金 11,269 6,571

前受金 192,419 30,109

その他 72,180 113,611

流動負債合計 752,482 672,657

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 228,821 228,821

退職給付引当金 217,075 208,988

役員退職慰労引当金 16,750 17,333

その他 2,209 7,062

固定負債合計 464,856 462,205

負債合計 1,217,339 1,134,862

純資産の部

株主資本

資本金 2,131,532 2,131,532

資本剰余金 40,280 40,280

利益剰余金 266,172 238,852

自己株式 △195 △195

株主資本合計 2,437,789 2,410,469

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,147 14,680

土地再評価差額金 414,296 414,296

その他の包括利益累計額合計 418,443 428,977

純資産合計 2,856,232 2,839,446

負債純資産合計 4,073,572 3,974,309
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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 809,828 669,443

売上原価 571,344 499,490

売上総利益 238,484 169,953

販売費及び一般管理費 154,805 167,263

営業利益 83,679 2,689

営業外収益

受取利息及び配当金 801 772

仕入割引 256 260

為替差益 － 840

貸倒引当金戻入額 189 963

その他 365 399

営業外収益合計 1,613 3,235

営業外費用

支払利息 221 163

持分法による投資損失 789 419

為替差損 180 －

その他 147 99

営業外費用合計 1,338 682

経常利益 83,953 5,243

特別利益

保険解約益 18,782 －

特別利益合計 18,782 －

特別損失

投資有価証券売却損 1,158 －

特別損失合計 1,158 －

税金等調整前四半期純利益 101,578 5,243

法人税、住民税及び事業税 13,175 1,849

法人税等合計 13,175 1,849

少数株主損益調整前四半期純利益 88,402 3,393

四半期純利益 88,402 3,393
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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 88,402 3,393

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,493 10,533

その他の包括利益合計 △6,493 10,533

四半期包括利益 81,909 13,926

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 81,909 13,926

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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

(注) １．セグメント利益の調整額△53,097千円には、セグメント間取引消去△1,800千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△51,297千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。

２．セグメント利益は、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。

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

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△51,177千円には、セグメント間取引消去△263千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△50,914千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。

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。

（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）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２
工業炉燃焼装置

関連
その他 計

売上高

外部顧客への売上高 809,078 750 809,828 ― 809,828

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 74,100 74,100 △74,100 ―

計 809,078 74,850 883,928 △74,100 809,828

セグメント利益 70,001 66,775 136,776 △53,097 83,679

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２
工業炉燃焼装置

関連
その他 計

売上高

外部顧客への売上高 668,993 450 669,443 ― 669,443

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 72,563 72,563 △72,563 ―

計 668,993 73,013 742,006 △72,563 669,443

セグメント利益又は損失(△) △10,910 64,777 53,867 △51,177 2,689
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