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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 5,405 △5.1 382 △36.5 360 △33.9 303 △38.8
23年3月期第3四半期 5,696 41.3 601 ― 545 ― 495 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 222百万円 （△38.8％） 23年3月期第3四半期 363百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 36.81 ―
23年3月期第3四半期 60.09 ―

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

24年3月期第3四半期 11,554 9,458 81.9 1,148.17
23年3月期 11,323 9,319 82.3 1,130.91
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  9,458百万円 23年3月期  9,319百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 5.00 ―
24年3月期（予想） 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率） 

（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

通期 7,800 5.2 620 3.7 650 14.5 460 △59.6 55.82



(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  

(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 

(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、四半期財務諸表に対する
四半期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 
 本資料に掲載しております業務見通し等の将来に関する記述につきましては、当社グループが本資料の発表日現在にて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条件に基づいて作成しております。実際の業績等は、今後の経済情勢や市場動向等に関わるリスク不確定要因により変動する可能性があ
ります。また、業績予想の背景や前提条件等の詳細につきましては、「添付資料」の２ページ「連結経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 8,425,200 株 23年3月期 8,425,200 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 187,411 株 23年3月期 184,846 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 8,238,729 株 23年3月期3Q 8,240,533 株
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（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の経済は、東日本大震災の復旧の進展と共に生産活動が回復し上昇へ

転じるかと思われましたが、欧米諸国を中心とした経済の低迷、歴史的な円高の長期化、原油や希少金属の高騰の影

響などもあり、依然として先行き不透明な経営環境が続いております。 

当社の属する産業用スイッチ（操作用スイッチ）市場の出荷総額におきましても、東日本大震災後のサプライチ

ェーン復旧による企業の生産在庫確保の要求から一時的な回復基調にはあったものの、その後は足踏み状態が継続し

ております。 

このような経済環境の下、当社グループは、３ヵ年の新中期経営計画「Quantum Leap Breakthrough」をスタート

し、「世界一の産業用スイッチメーカー」となるべく、北米市場におけるシェアアップを中計ビジョンに掲げ、特に

「競争力強化」と「体質強化」に尽力していくことを基本姿勢とし、社員一人一人が原点に戻り「自主性と責任」を

全うする中でグループ一丸となって推進しております。 

以上のことから、当第３四半期連結累計期間の売上高は54億５百万円（前年同期比5.1％減）、営業利益は３億８

千２百万円（前年同期比36.5％減）、経常利益は３億６千万円（前年同期比33.9％減）、四半期純利益は３億３百万

円（前年同期比38.8％減）となりました。 

なお、セグメントの概況は次の通りであります。  

（1） 日本  

ISシリーズ（多機能スイッチ）、特注品、及びタッチパネルの拡販、並びに特定市場の開拓に取り組みまし

たが、当第３四半期連結累計期間の売上高は45億８千３百万円（前年同期比4.8％減）となりました。 

（2） 米国  

中期経営計画「Quantum Leap Breakthrough」のビジョンである「北米市場におけるシェアアップ」をグルー

プ一丸のもと積極的に取り組み、現地通貨ベースでは前年同期比3.1%増となりました。しかし円高の影響を受

け、当第３四半期連結累計期間の売上高は11億８千４百万円（前年同期比6.2％減）となりました。 

（3） 中国  

中国市場の成長に減速感はあるものの、NKKブランドの認知度も浸透しつつあり、現地通貨ベースでは順調に

プラス成長(前年同期比6.1%増)を続けております。しかし円高の影響を受け、当第３四半期連結累計期間の売上

高は13億８千８百万円(前年同期比3.5％減)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（1） 資産 

資産合計は115億５千４百万円（前連結会計年度末比２億３千１百万円の増加）となりました。 

主な要因は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比２億８千６百万円の増加）、商品及び製品の増加

（前連結会計年度末比７千５百万円の増加）、原材料及び貯蔵品の増加（前連結会計年度末比９千１百万円の増

加）、固定資産の減少（前連結会計年度末比２億２千４百万円の減少）によるものであります。 

（2） 負債 

負債合計は20億９千６百万円（前連結会計年度末比９千１百万円の増加）となりました。 

主な要因は、支払手形及び買掛金の増加（前連結会計年度末比１億４千８百万円の増加）、引当金の減少

（前連結会計年度末比５千４百万円の減少）によるものであります。  

（3） 純資産 

純資産合計は94億５千８百万円（前連結会計年度末比１億３千９百万円の増加）となりました。 

主な要因は、利益剰余金の増加（前連結会計年度末比２億２千万円の増加）、その他有価証券評価差額金の

減少（前連結会計年度末比２千３百万円の減少）、為替換算調整勘定の減少（前連結会計年度末比５千７百万円

の減少）によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月20日付にて公表した連結業績予想及び個別業績予想につきましては変更しておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,203,764 5,489,837

受取手形及び売掛金 1,346,368 1,378,466

商品及び製品 671,622 747,554

仕掛品 43,548 5,861

原材料及び貯蔵品 1,053,078 1,144,308

繰延税金資産 261,957 246,410

その他 50,381 73,289

貸倒引当金 △2,357 △2,323

流動資産合計 8,628,364 9,083,404

固定資産   

有形固定資産 1,575,685 1,457,426

無形固定資産   

のれん 710 －

その他 147,892 104,970

無形固定資産合計 148,602 104,970

投資その他の資産   

投資その他の資産 970,850 908,701

貸倒引当金 △25 －

投資その他の資産合計 970,824 908,701

固定資産合計 2,695,113 2,471,097

資産合計 11,323,477 11,554,502

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,027,636 1,175,662

1年内返済予定の長期借入金 6,948 6,120

未払法人税等 13,941 5,586

引当金 111,780 57,567

その他 368,205 389,662

流動負債合計 1,528,511 1,634,599

固定負債   

長期借入金 24,898 20,929

繰延税金負債 50,367 31,279

役員退職慰労引当金 172,300 183,600

退職給付引当金 112,828 110,241

その他 115,450 115,450

固定負債合計 475,843 461,500

負債合計 2,004,354 2,096,099
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 951,799 951,799

資本剰余金 833,305 833,305

利益剰余金 8,043,278 8,264,129

自己株式 △156,192 △157,315

株主資本合計 9,672,189 9,891,917

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 23,772 432

為替換算調整勘定 △376,839 △433,946

その他の包括利益累計額合計 △353,066 △433,514

少数株主持分 － －

純資産合計 9,319,123 9,458,403

負債純資産合計 11,323,477 11,554,502
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 5,696,859 5,405,241

売上原価 3,410,084 3,285,149

売上総利益 2,286,774 2,120,091

販売費及び一般管理費 1,685,095 1,737,936

営業利益 601,678 382,154

営業外収益   

受取配当金 10,038 18,774

受取賃貸料 11,913 6,969

その他 7,407 12,763

営業外収益合計 29,360 38,506

営業外費用   

支払利息 1,461 1,462

賃貸収入原価 4,644 3,799

為替差損 79,191 53,831

その他 570 940

営業外費用合計 85,868 60,034

経常利益 545,170 360,627

特別利益   

投資有価証券売却益 － 630

特別利益合計 － 630

特別損失   

固定資産処分損 1,861 －

投資有価証券評価損 500 39,491

減損損失 16,836 －

特別損失合計 19,197 39,491

税金等調整前四半期純利益 525,972 321,766

法人税、住民税及び事業税 33,429 6,982

法人税等調整額 △2,623 11,539

法人税等合計 30,805 18,522

少数株主損益調整前四半期純利益 495,166 303,244

四半期純利益 495,166 303,244
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 495,166 303,244

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,574 △23,340

為替換算調整勘定 △121,644 △57,107

その他の包括利益合計 △131,218 △80,447

四半期包括利益 363,948 222,796

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 363,948 222,796

少数株主に係る四半期包括利益 － －

日本開閉器工業㈱(6943)　平成24年３月期　第3四半期決算短信

－　7　－



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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