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(百万円未満切捨て)

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）

（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 2,562 3.3 133 － 145 － 59 105.5

23年３月期第３四半期 2,480 △20.3 １ － ９ － 29 －

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 23百万円(－％) 23年３月期第３四半期 11百万円(－％)

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 12 08 －

23年３月期第３四半期 5 70 －

（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 ％

24年３月期第３四半期 4,929 3,926 79.7

23年３月期 4,942 4,050 82.0

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 3,926百万円 23年３月期 4,050百万円

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

23年３月期 － 7 50 － 7 50 15 00

24年３月期 － 7 50 －

24年３月期(予想) 7 50 15 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)

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 3,438 5.7 141 553.6 157 223.2 65 15.1 13 53



  

 

 

 
  

・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、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は終了していませ

ん。 

  

・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２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

４．その他

（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  １社 (ナビタスビジョンソリューション株式会社）、除外  －社 

（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

（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) 24年３月期３Ｑ 5,722,500株 23年３月期 5,722,500株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 919,145株 23年３月期 649,442株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 4,955,411株 23年３月期３Ｑ 5,107,622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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や長期化する円高の影響により、個

人消費は回復の兆しを見せているものの、企業の設備投資は低水準で推移しております。また、海外に

おいては、中国をはじめアジア諸国の景気は拡大しているものの、欧州の信用不安や米国経済の回復の

遅れに加え、恒久化する円高により世界経済の先行きは予断を許さない状況で推移しております。 

 このような状況の下、国内の主要取引先業界については、当社の製品を稼働させる為に必要不可欠な

関連商品の拡販活動を通して、各々のお客様へのより細かなサービス提供の推進を強化しつつ、市場価

格を見据えたコストダウンの推進と共に更なる固定費の削減を強力に推し進めてまいりました。また、

国内の連結子会社は特定の業界に集中した販売戦略により、その業績は順調に推移し、中国の連結子会

社においてもその業績は順調に推移しました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期と比較して3.3%増の25億62百万円と

なりました。また、利益面におきましては、営業利益は１億33百万円（前年同四半期は１百万円）、経

常利益は１億45百万円（前年同四半期は９百万円）となり、平成23年12月２日付けで公布された法人税

率引き下げに関連する法改正に伴う繰延税金資産の取り崩し等の影響は受けましたが、四半期純利益は

59百万円（前年同四半期は29百万円）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して12百万円減少し、49億

29百万円となりました。これは主として現金及び預金が１億38百万円、原材料及び貯蔵品が22百万円増

加し、仕掛品が64百万円、建物及び構築物が25百万円、投資有価証券が51百万円、投資その他の資産

（その他）が27百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比較して１億10百万円増加し、10億２百万円となりました。これは主と

して支払手形及び買掛金が80百万円、未払法人税が40百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して１億23百万円減少し、39億26百万円となりました。これは主

としてその他有価証券評価差額金が34百万円減少し、自己株式を72百万円取得したことによるものであ

ります。 

 これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して2.3ポイント減少し、79.7％となりま

した。 

  

平成23年５月13日に公表いたしました平成24年３月期通期の連結業績予想及び個別業績予想を修正し

ております。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧

下さい。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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当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する方法を採用しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。  

  

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(その他)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

 平成23年４月１日付けで

名称 資本金 主要な事業の内容
議決権の
所有割合

千円 ％
ナビタスビジョンソリューション 
株式会社

20,000
画像検査システムとその周辺機器の開
発並びに販売

100

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 1,343,508 1,482,474

受取手形及び売掛金 908,139 914,188

商品及び製品 96,804 108,083

仕掛品 301,877 236,940

原材料及び貯蔵品 116,894 139,371

その他 79,506 70,641

貸倒引当金 △1,543 △1,337

流動資産合計 2,845,186 2,950,362

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 600,748 575,287

土地 1,027,570 1,027,570

その他（純額） 49,876 42,326

有形固定資産合計 1,678,195 1,645,184

無形固定資産 12,461 7,094

投資その他の資産

投資有価証券 292,084 240,129

その他 115,906 88,503

貸倒引当金 △1,346 △1,536

投資その他の資産合計 406,645 327,097

固定資産合計 2,097,302 1,979,376

資産合計 4,942,488 4,929,738
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 659,214 739,809

未払法人税等 13,935 54,386

未払消費税等 11,714 7,298

賞与引当金 20,467 8,247

その他 90,722 96,510

流動負債合計 796,055 906,252

固定負債

退職給付引当金 39,033 33,395

役員退職慰労引当金 57,044 63,095

固定負債合計 96,077 96,490

負債合計 892,132 1,002,743

純資産の部

株主資本

資本金 1,075,400 1,075,400

資本剰余金 942,600 942,600

利益剰余金 2,269,372 2,255,157

自己株式 △233,575 △306,394

株主資本合計 4,053,796 3,966,762

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,217 △31,167

為替換算調整勘定 △6,658 △8,599

その他の包括利益累計額合計 △3,440 △39,766

純資産合計 4,050,355 3,926,995

負債純資産合計 4,942,488 4,929,738
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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 2,480,808 2,562,274

売上原価 1,913,914 1,849,166

売上総利益 566,894 713,107

販売費及び一般管理費 565,613 579,260

営業利益 1,280 133,847

営業外収益

受取利息 272 89

受取配当金 14,589 10,259

受取賃貸料 10,189 8,690

その他 1,954 2,236

営業外収益合計 27,006 21,274

営業外費用

支払利息 645 78

為替差損 17,376 7,425

その他 417 1,716

営業外費用合計 18,439 9,220

経常利益 9,847 145,901

特別利益

投資有価証券売却益 － 232

貸倒引当金戻入額 1,117 －

保険解約返戻金 35,242 －

特別利益合計 36,360 232

特別損失

工具器具備品除却損 8 80

投資有価証券評価損 851 2,152

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 770 －

特別損失合計 1,630 2,232

税金等調整前四半期純利益 44,577 143,901

法人税等 15,452 84,042

少数株主損益調整前四半期純利益 29,124 59,858

四半期純利益 29,124 59,858
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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 29,124 59,858

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,844 △34,385

為替換算調整勘定 △5,937 △1,940

その他の包括利益合計 △17,782 △36,325

四半期包括利益 11,342 23,532

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 11,342 23,532

少数株主に係る四半期包括利益 － －

ナビタス㈱（6276）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。 

  

当社及び連結子会社の事業は、印刷機器関連の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

  

該当事項はありません。 

  

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）  

（法人税率の変更等による影響）  

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４

月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引き下げ及び復興特別法人税の課税が行われるこ

ととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来

の40.69％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する連結会

計年度に解消が見込まれる一時差異等については38.01％に、平成27年４月１日に開始する連結会計

年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35.64％となります。また、欠損金の繰越控除制

度が平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前所得金額の100分の80相当額が控

除限度額とされることになりました。 

これらの税率の変更及び欠損金の繰越控除制度の変更に伴い、繰延税金資産が18,035千円減少し、

法人税等調整額が18,035千円増加しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）追加情報
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