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1. 平成27年4月期第2四半期の連結業績（平成26年5月1日～平成26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 ％

27年4月期第2四半期 14,038 40.5 915 138.3 1,042 108.4 645 59.2
26年4月期第2四半期 9,991 14.9 384 9.6 500 14.3 405 23.0

（注）包括利益 27年4月期第2四半期 868百万円 （101.7％） 26年4月期第2四半期 430百万円 （44.7％）

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

27年4月期第2四半期 69.31 ―
26年4月期第2四半期 43.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年4月期第2四半期 22,387 10,833 48.3
26年4月期 19,999 9,989 49.9
（参考）自己資本 27年4月期第2四半期 10,806百万円 26年4月期 9,974百万円

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 
  26年４月期 
    第２四半期末配当金の内訳 普通配当 ５円00銭、特別配当 １円00銭 
    期末配当金の内訳 普通配当 ５円00銭、特別配当 １円00銭 
  27年４月期 
    第２四半期末配当金の内訳 普通配当 ５円00銭、特別配当 １円00銭 
    期末配当金(予想)の内訳 普通配当 ５円00銭、特別配当 １円00銭 

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

26年4月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
27年4月期 ― 6.00
27年4月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成27年 4月期の連結業績予想（平成26年 5月 1日～平成27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 ： 有  

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 28,000 21.9 1,600 104.6 1,800 87.2 1,100 53.1 118.04



(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 

詳細は、四半期決算短信(添付資料)３ページの「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」を
ご覧ください。 

(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 
１. 平成26年６月10日発表の連結業績予想を、平成26年12月４日に修正しております。 
２. 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)３ページの「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。 

※ 注記事項

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） 27年4月期2Q 9,605,800 株 26年4月期 9,605,800 株
② 期末自己株式数 27年4月期2Q 287,084 株 26年4月期 286,192 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年4月期2Q 9,319,037 株 26年4月期2Q 9,322,758 株



（参考）個別業績の概要 

平成27年4月期の個別業績予想（平成26年5月1日～平成27年4月30日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 売上高 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 ％ 円 銭

通期 19,800 8.7 880 65.5 580 16.2 62.24

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
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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

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、消費税率引上げに伴う駆込み需要の反動減があったものの、設

備投資の増加や雇用環境の改善が進むなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。世界経済につきましても、米国

を中心に緩やかな回復基調で推移しておりますが、中国など新興国の減速懸念や地政学的リスクなどにより、先行き

不透明な状況であります。

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、消費税率引上げに伴う反動減があったものの、

順調な北米販売などを背景に業績は堅調に推移しております。

このような経済環境のもとで当社グループは、得意先の海外生産シフトに対応するべく、メーカー機能、トータル

ソリューション提案力の強化に努め、グローバルでの均一で高品質な製品・サービスを提供するための体制構築に取

組んでおります。

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140億３千８百万円と前年同四半期に比べ40

億４千６百万円(40.5％)の増収となり、営業利益は９億１千５百万円と前年同四半期に比べ５億３千１百万円(138.3

％)、経常利益は為替差益７千１百万円の計上などにより、10億４千２百万円と前年同四半期に比べ５億４千２百万円

(108.4％)、四半期純利益は６億４千５百万円と前年同四半期に比べ２億４千万円(59.2％)の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。

なお、前第３四半期連結会計期間において、WELTRONIC/TECHNITRON, INC.(現 NADEX OF AMERICA CORP.)の株式を追

加取得したことに伴い、同四半期より報告セグメントに「米国」を追加しております。

(日本)

日本につきましては、自動車関連企業の国内向け設備投資が順調に推移したことなどにより、売上高は109億１千７

百万円と前年同四半期に比べ16億３千９百万円(17.7％)の増収となり、営業利益は３億３千６百万円と前年同四半期

に比べ７千４百万円(28.5％)の増益となりました。

(米国)

米国につきましては、自動車関連企業を中心に自社製品の販売を行ったことなどにより、売上高は19億１千５百万

円、営業利益は３億５千４百万円となりました。

(中国)

中国につきましては、工作機械関連企業向けの電子部品の販売が順調に推移したことなどにより、売上高は10億５

千２百万円と前年同四半期に比べ１億４千４百万円(15.9％)の増収となり、営業利益は９千７百万円と前年同四半期

に比べ４百万円(4.9％)の増益となりました。

(タイ)

タイにつきましては、新たにNADEX (THAILAND) CO.,LTD.を連結の範囲に含めたことなどにより、売上高は11億５千

４百万円と前年同四半期に比べ６億８百万円(111.6％)の増収となり、営業利益は売上総利益率の改善などにより１億

３千２百万円と前年同四半期に比べ１億５百万円(387.6％)の増益となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、223億８千７百万円と前連結会計年度末に比べ23億８千７百万円増

加いたしました。その主な要因は、流動資産の現金及び預金の増加２億４千万円、受取手形及び売掛金の増加３億４

千３百万円、商品及び製品の増加９億４千３百万円、仕掛品の増加３億３百万円および原材料の増加２億４千３百万

円などがあったためであります。

負債は、115億５千３百万円と前連結会計年度末に比べ15億４千４百万円増加いたしました。その主な要因は、流動

負債の支払手形及び買掛金の増加７億９千９百万円および未払法人税等の増加２億４千６百万円などがあったためで

あります。

純資産は、108億３千３百万円と前連結会計年度末に比べ８億４千３百万円増加いたしました。その主な要因は、株

主資本の利益剰余金の増加６億２千１百万円などがあったためであります。
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(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年６月10日に発表いたしました平成27年４月期の連結業績予想につきましては、今回修正を行っております。

詳細は、平成26年12月４日付で発表いたしました「第２四半期累計期間業績予想数値と実績数値との差異および通期

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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

連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありません。

なお、第１四半期連結会計期間において、非連結子会社であったNADEX USA CO.,LTD.およびNADEX (THAILAND)

CO.,LTD.は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を従業員の平均

残存勤務期間に基づく割引率から単一の加重平均割引率へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減

しております。

この結果、第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が20,134千円減少し、利益剰余金が13,067千

円増加しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。
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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26年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,283,611 2,524,410

受取手形及び売掛金 8,159,645 8,503,287

商品及び製品 1,105,161 2,048,471

仕掛品 400,150 703,836

原材料 417,557 660,810

その他 1,524,387 1,831,277

貸倒引当金 △12,564 △16,666

流動資産合計 13,877,950 16,255,426

固定資産

有形固定資産 3,092,292 3,052,360

無形固定資産

のれん 641,212 631,630

その他 1,211,992 1,208,179

無形固定資産合計 1,853,205 1,839,809

投資その他の資産 1,176,192 1,240,003

固定資産合計 6,121,690 6,132,173

資産合計 19,999,641 22,387,599
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,207,966 8,007,686

短期借入金 295,971 438,756

1年内返済予定の長期借入金 59,952 59,952

未払法人税等 79,228 325,411

役員賞与引当金 26,300 17,500

役員退職慰労引当金 － 1,812

受注損失引当金 68,900 －

その他 1,094,027 1,567,143

流動負債合計 8,832,345 10,418,262

固定負債

長期借入金 210,316 172,105

役員退職慰労引当金 48,430 56,575

退職給付に係る負債 43,753 48,429

資産除去債務 4,633 5,709

その他 870,176 852,875

固定負債合計 1,177,312 1,135,694

負債合計 10,009,658 11,553,956

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 8,213,510 8,834,773

自己株式 △157,716 △158,287

株主資本合計 9,835,172 10,455,864

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 109,306 142,777

為替換算調整勘定 62,007 234,958

退職給付に係る調整累計額 △32,020 △26,923

その他の包括利益累計額合計 139,292 350,813

少数株主持分 15,517 26,964

純資産合計 9,989,982 10,833,642

負債純資産合計 19,999,641 22,387,599
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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25年５月１日
　至 平成25年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
　至 平成26年10月31日)

売上高 9,991,552 14,038,296

売上原価 8,231,786 11,085,477

売上総利益 1,759,766 2,952,818

販売費及び一般管理費 1,375,750 2,037,656

営業利益 384,015 915,162

営業外収益

受取利息 2,444 2,672

受取配当金 3,674 4,002

持分法による投資利益 87,794 45,251

為替差益 12,968 71,206

その他 18,633 14,850

営業外収益合計 125,515 137,983

営業外費用

支払利息 5,524 7,784

その他 3,546 2,650

営業外費用合計 9,070 10,434

経常利益 500,460 1,042,710

特別利益

固定資産売却益 614 1,962

特別利益合計 614 1,962

特別損失

固定資産除売却損 1,437 112

投資有価証券評価損 － 668

関係会社株式評価損 6,967 －

特別損失合計 8,405 781

税金等調整前四半期純利益 492,670 1,043,892

法人税、住民税及び事業税 74,007 360,666

法人税等調整額 10,308 26,317

法人税等合計 84,316 386,983

少数株主損益調整前四半期純利益 408,353 656,908

少数株主利益 2,699 10,982

四半期純利益 405,653 645,926
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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25年５月１日
　至 平成25年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
　至 平成26年10月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 408,353 656,908

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,869 34,891

為替換算調整勘定 28,782 180,804

退職給付に係る調整額 － 5,097

持分法適用会社に対する持分相当額 5,523 △8,808

その他の包括利益合計 22,436 211,986

四半期包括利益 430,789 868,894

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 427,874 857,447

少数株主に係る四半期包括利益 2,915 11,447
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(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)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成25年５月１日 至 平成25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

(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 8,704,097 715,762 541,365 9,961,224 30,328 9,991,552

セグメント間の内部売上高
又は振替高

573,269 192,869 4,269 770,408 6,479 776,888

計 9,277,366 908,631 545,634 10,731,633 36,807 10,768,441

セグメント利益又は損失(△) 261,504 93,301 27,125 381,931 △3,989 377,942

(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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 381,931

「その他」の区分の損失(△) △3,989

セグメント間取引消去 10,803

のれんの償却額 △4,730

四半期連結損益計算書の営業利益 384,015
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年５月１日 至 平成26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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計

日本 米国 中国 タイ 計

売上高

外部顧客への売上高 10,096,509 1,895,968 936,738 1,081,277 14,010,493 27,802 14,038,296

セグメント間の内部売上高
又は振替高

820,531 19,171 116,181 73,299 1,029,184 3,082 1,032,266

計 10,917,041 1,915,139 1,052,919 1,154,577 15,039,678 30,884 15,070,562

セグメント利益 336,029 354,406 97,852 132,252 920,540 5,972 926,512

(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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 920,540

「その他」の区分の利益 5,972

セグメント間取引消去 △11,350

四半期連結損益計算書の営業利益 915,162

３．報告セグメントの変更等に関する事項

(報告セグメントの追加)

前第３四半期連結会計期間において、従来、持分法適用関連会社であったWELTRONIC/TECHNITRON, INC.(現

NADEX OF AMERICA CORP.)の株式を追加取得したため、同社及び同社の子会社２社を連結の範囲に含めております。

これに伴い、前第３四半期連結会計期間より報告セグメントに「米国」を追加しております。
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