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1.  平成24年4月期第2四半期の連結業績（平成23年5月1日～平成23年10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4月期第2四半期 8,373 △2.6 248 23.8 298 82.5 266 195.2
23年4月期第2四半期 8,597 59.0 200 ― 163 ― 90 ―

（注）包括利益 24年4月期第2四半期 211百万円 （―％） 23年4月期第2四半期 △50百万円 （―％）

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4月期第2四半期 28.60 ―

23年4月期第2四半期 9.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年4月期第2四半期 14,609 8,117 55.5
23年4月期 15,810 7,953 50.3

（参考） 自己資本   24年4月期第2四半期  8,110百万円 23年4月期  7,949百万円

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4月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年4月期 ― 5.00

24年4月期（予想） ― 5.00 10.00

3.  平成24年4月期の連結業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30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 20,000 11.2 510 5.2 570 2.5 350 15.2 37.53



(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、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 
・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およ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およ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、四半
期決算短信（添付資料）２ページの「(3) 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 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4月期2Q 9,605,800 株 23年4月期 9,605,800 株

② 期末自己株式数 24年4月期2Q 280,760 株 23年4月期 278,983 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期2Q 9,325,812 株 23年4月期2Q 9,323,909 株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響により低下した生産活動

が、サプライチェーンの想定よりも早い回復に伴い持直しの動きが見られるものの、欧米の財政問題

に伴う円高の進行、タイでの洪水被害など、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

当社グループの主要得意先である自動車関連企業につきましては、震災などの影響による生産の落

込みから回復しつつあり、設備投資についても過剰感は依然として残るものの、下げ止まりつつあり

ます。 

このような経済環境のもとで、当社グループは、非自動車分野への売上拡大を図るとともに、電気

制御機器・部品および自社製品の強化に取組み、概ね計画どおり推移しており、機械設備の投資抑制

の影響を 小限に止めることができました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は83億７千３百万円と前年同

四半期に比べ２億２千３百万円(△2.6％)の減収となりましたが、営業利益は、貸倒引当金戻入額１

千７百万円の計上などにより、２億４千８百万円と前年同四半期に比べ４千７百万円(23.8％)、経常

利益は、為替差損３千３百万円の計上などがあったものの、持分法による投資利益５千３百万円の計

上などにより、２億９千８百万円と前年同四半期に比べ１億３千５百万円(82.5％)、四半期純利益

は、投資有価証券売却益６千７百万円の計上などにより、２億６千６百万円と前年同四半期に比べ１

億７千６百万円(195.2％)とそれぞれ増益となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(日本) 

日本につきましては、非自動車分野への売上拡大を図るとともに、電気制御機器・部品および自社

製品の強化に取組み、自動車関連企業向けの機械設備の投資抑制の影響を 小限に止めたことによ

り、売上高は80億６千４百万円と前年同四半期に比べ１億１千２百万円(△1.4％)の減収となり、営

業利益は、貸倒引当金戻入額の計上などにより１億６千８百万円と前年同四半期に比べ１千２百万円

(8.0％)の増益となりました。 

(中国) 

中国につきましては、自動車関連企業において日系企業向け機械設備が、東日本大震災の影響で延

期となりましたが、現地企業向けの受注が順調に推移したことにより、売上高は１億４千４百万円と

前年同四半期に比べ５百万円(4.3％)の増収となり、営業利益は、経費の増加などにより７百万円と

前年同四半期に比べ８百万円(△54.4％)の減益となりました。 

(タイ) 

タイにつきましては、日系の自動車関連企業向けの設備据付工事の受注が順調に推移し、また、自

社製品の強化に取組んだことなどにより、売上高は２億２千５百万円と前年同四半期に比べ１千６百

万円(7.8％)の増収となり、営業利益は、経費削減などにより３千３百万円と前年同四半期に比べ１

千１百万円(49.1％)の増益となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、146億９百万円と前連結会計年度末に比べ12億１

百万円減少いたしましたが、その主な要因は、流動資産の現金及び預金の増加３億１千４百万円等が

あったものの、流動資産の受取手形及び売掛金の減少６億４千６百万円、有価証券の減少１億９千８

百万円、有形固定資産の土地の減少４億１千８百万円およびその他(純額)の減少１億９千万円等があ

ったためであります。 

負債は、64億９千２百万円と前連結会計年度末に比べ13億６千５百万円減少いたしましたが、その

主な要因は、流動負債の支払手形及び買掛金の減少６億８千４百万円および短期借入金の減少４億９

千２百万円等があったためであります。 

純資産は、81億１千７百万円と前連結会計年度末に比べ１億６千４百万円増加いたしましたが、そ

の主な要因は、株主資本の利益剰余金の増加２億２千万円等があったためであります。 
  

業績予想につきましては、現在のところ平成23年６月14日発表の通期の業績予想に変更はありませ

ん。 

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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２．四半期連結財務諸表 
(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４月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,596,128 2,910,299

受取手形及び売掛金 6,981,883 6,335,420

有価証券 200,740 2,344

商品及び製品 584,178 658,866

仕掛品 214,078 227,462

原材料 272,799 275,697

その他 385,304 265,100

貸倒引当金 △187,925 △165,228

流動資産合計 11,047,187 10,509,963

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,501,956 1,083,154

その他（純額） 1,248,603 1,057,654

有形固定資産合計 2,750,560 2,140,809

無形固定資産   

のれん 22,137 17,393

その他 278,047 241,699

無形固定資産合計 300,184 259,093

投資その他の資産 1,712,794 1,699,803

固定資産合計 4,763,540 4,099,706

資産合計 15,810,727 14,609,669
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年４月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,924,254 5,239,837

短期借入金 1,005,289 512,918

1年内返済予定の長期借入金 106,620 92,640

未払法人税等 14,552 6,507

役員賞与引当金 6,900 6,600

役員退職慰労引当金 58,059 －

その他 395,702 365,321

流動負債合計 7,511,378 6,223,824

固定負債   

長期借入金 141,675 102,345

退職給付引当金 7,419 6,203

役員退職慰労引当金 28,558 33,620

資産除去債務 4,635 4,635

負ののれん 54,788 43,384

その他 109,163 78,269

固定負債合計 346,240 268,458

負債合計 7,857,618 6,492,283

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,028,078 1,028,078

資本剰余金 751,301 751,301

利益剰余金 6,442,959 6,663,060

自己株式 △154,187 △154,656

株主資本合計 8,068,151 8,287,782

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 93,292 6,200

為替換算調整勘定 △212,312 △183,524

その他の包括利益累計額合計 △119,020 △177,323

少数株主持分 3,977 6,927

純資産合計 7,953,108 8,117,386

負債純資産合計 15,810,727 14,609,669
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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22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

売上高 8,597,627 8,373,983

売上原価 7,385,964 7,167,545

売上総利益 1,211,663 1,206,437

販売費及び一般管理費 1,011,280 958,270

営業利益 200,382 248,166

営業外収益   

受取利息 10,445 4,979

受取配当金 2,741 3,773

持分法による投資利益 24,249 53,355

受取賃貸料 10,089 9,483

その他 25,981 27,477

営業外収益合計 73,507 99,069

営業外費用   

支払利息 11,522 7,093

賃貸費用 4,912 4,798

為替差損 91,434 33,820

その他 2,320 2,815

営業外費用合計 110,190 48,527

経常利益 163,699 298,708

特別利益   

債権譲渡益 14,735 －

固定資産売却益 － 5,157

投資有価証券売却益 － 67,976

特別利益合計 14,735 73,133

特別損失   

固定資産除売却損 465 26,551

投資有価証券売却損 1,203 －

投資有価証券評価損 12,256 1,047

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,635 －

特別損失合計 18,561 27,599

税金等調整前四半期純利益 159,873 344,242

法人税、住民税及び事業税 4,222 6,698

法人税等調整額 63,094 67,813

法人税等合計 67,317 74,512

少数株主損益調整前四半期純利益 92,555 269,729

少数株主利益 2,207 2,994

四半期純利益 90,348 266,734
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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22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 92,555 269,729

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △73,419 △80,566

為替換算調整勘定 △23,907 △14,860

持分法適用会社に対する持分相当額 △45,329 37,078

その他の包括利益合計 △142,656 △58,348

四半期包括利益 △50,100 211,381

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △52,281 208,431

少数株主に係る四半期包括利益 2,180 2,949

㈱ナ・デックス　( 7435 )　平成24年４月期　第２四半期決算短信

―　6　―



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22年５月１日  至  平成22年10月31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)  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸・保険サービス事業等を含んで

おります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等

(セグメント情報)

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計

日本 中国 タイ 計

売上高

  外部顧客への売上高 8,127,848 120,381 209,223 8,457,452 140,174 8,597,627

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

49,578 17,841 ― 67,420 8,457 75,878

計 8,177,427 138,223 209,223 8,524,873 148,632 8,673,506

セグメント利益 155,647 15,544 22,464 193,655 9,162 202,818

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 193,655

「その他」の区分の利益 9,162

セグメント間取引消去 2,308

のれんの償却額 △4,743

四半期連結損益計算書の営業利益 200,382
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年５月１日  至  平成23年10月31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)  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸・保険サービス事業等を含んで

おります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

該当事項はありません。 

  

  

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計

日本 中国 タイ 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,974,383 132,159 224,242 8,330,785 43,197 8,373,983

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

90,145 11,957 1,222 103,325 3,104 106,429

計 8,064,529 144,117 225,464 8,434,111 46,301 8,480,413

セグメント利益 168,070 7,092 33,494 208,657 8,926 217,583

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 208,657

「その他」の区分の利益 8,926

セグメント間取引消去 35,326

のれんの償却額 △4,743

四半期連結損益計算書の営業利益 248,166

(5) 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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