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１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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 ％

24年３月期第１四半期 598 37.3 △26 ― △23 ― △29 ―

23年３月期第１四半期 436 △46.6 △95 ― △90 ― △107 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 △29百万円(―％) 23年３月期第１四半期 △121百万円(―％)

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１四半期 △0 98 ― ―

23年３月期第１四半期 △3 62 ― ―

（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１四半期 3,554 2,187 61.5

23年３月期 3,280 2,217 67.6

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 2,187百万円 23年３月期 2,217百万円

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 ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00

24年３月期 ― ―

24年３月期(予想) 0 00 ― ― 0 00 0 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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 1,300 49.5 △119 ― △116 ― △120 ― △4 06

通期 3,306 59.8 86 ― 91 ― 83 ― 2 82



  

 

 

 
  

  

・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、四半

期決算短信(添付資料) ３ページ「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 ： 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 ： 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１Ｑ 29,653,342株 23年３月期 29,653,342株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 296株 23年３月期 296株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 29,653,046株 23年３月期１Ｑ 29,653,061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１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）におけるわが国経済は、

東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるものの、サプライチェーンの立て直しが進み、

生産活動が回復していくのに伴い、緩やかな回復基調で推移しております。その一方で、原子力発電所

事故に伴う電力供給の問題、円高の進行、資源価格の高騰懸念など景気の下振れリスクも存在してお

り、先行きについては不透明な状況で推移いたしました。当社の属する熱処理関連業界におきまして

も、前期末より新規受注の状況に回復の兆しが見られるものの、未だ企業の設備投資が本格化してきた

とまでは言えず、厳しい経営環境が続いております。 

  このような状況の中、当社では、徹底した経費削減による販売管理費の抑制などの収益体質の強化を

図るとともに、原油高に対応した省エネ製品について積極的な営業活動を展開して受注の確保に努めて

まいりました。これらの結果、当第１四半期の業績は、売上高５億９千８百万円（前年同四半期比

37.3％増）、営業損失２千６百万円（前年同四半期は営業損失９千５百万円）、経常損失２千３百万円

（前年同四半期は経常損失９千万円）、四半期純損失２千９百万円（前年同四半期は四半期純損失１億

７百万円）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事業 

工業炉燃焼装置関連事業につきましては、前期末に受注した大型案件が寄与したことや、原油高を背

景に省エネ性能のより優れた製品への需要が高まったことや、オイル燃料製品からガス燃料製品への燃

料転換需要等が好転してきたことにより、当第１四半期連結累計期間の売上高は５億９千８百万円（前

年同四半期比37.4％増）、営業損失は２千６百万円（前年同四半期は営業損失１千８百万円）となりま

した。 

②その他の事業 

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６千６百万円（前年同四半期比21.2％減）、営業利益

は５千２百万円（前年同四半期比は34.8％減）となりました。 

  

（資産） 

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8.4％増加し、35億５千４百万円

となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて13.7％増加し、25億４千３百万円となりました。これは大

型受注案件などにより、受取手形及び売掛金３億３百万円が増加したこと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3.0％減少し10億１千１百万円となりました。これは、保険

解約による積立金の減少２千８百万円などによるものであります。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて55.5％増加し、８億４千３百万円となりました。これは支

払手形及び買掛金の増加６千９百万円、大型受注案件などによる前受金の増加１億９千７百万円など

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0.7％増加し、５億２千４百万円となりました。これは退職

給付引当金の増加６百万円などによるものであります。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.3％減少し21億８千７百万円となりました。これは四半

期純損失２千９百万円の計上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）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

株式会社ＮＦＫホールディングス(6494) 平成24年３月期 第１四半期決算短信

- 2 -



  

平成24年３月期の通期業績予想につきましては、概ね計画通りに推移したため平成23年５月13日付に

て公表いたしました業績予想に変更ありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

①棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

  

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

（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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該当事項はありません。 

  

  

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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,211,850 1,182,754

受取手形及び売掛金 695,932 999,061

仕掛品 146,989 206,358

原材料及び貯蔵品 137,766 135,998

その他 46,111 19,771

貸倒引当金 △849 △555

流動資産合計 2,237,799 2,543,388

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 101,421 98,896

機械装置及び運搬具（純額） 3,746 3,433

その他（純額） 9,200 8,391

土地 703,022 703,022

有形固定資産合計 817,390 813,743

無形固定資産

ソフトウエア 3,769 3,474

のれん 2,729 1,364

その他 416 380

無形固定資産合計 6,915 5,220

投資その他の資産

投資有価証券 101,649 103,539

破産更生債権等 949,850 949,700

その他 146,549 119,092

貸倒引当金 △979,850 △979,700

投資その他の資産合計 218,199 192,631

固定資産合計 1,042,505 1,011,596

資産合計 3,280,305 3,554,985
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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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 383,832 452,910

短期借入金 15,900 45,000

未払法人税等 5,873 4,596

賞与引当金 48,780 29,696

完成工事補償引当金 12,000 10,176

工事損失引当金 － 1,166

前受金 17,290 215,001

その他 58,535 84,517

流動負債合計 542,213 843,066

固定負債

長期借入金 25,000 21,250

再評価に係る繰延税金負債 261,105 261,105

退職給付引当金 213,872 220,481

役員退職慰労引当金 13,525 13,250

その他 7,296 8,226

固定負債合計 520,800 524,313

負債合計 1,063,013 1,367,380

純資産の部

株主資本

資本金 2,091,252 2,091,252

利益剰余金 △257,538 △286,701

自己株式 △195 △195

株主資本合計 1,833,518 1,804,354

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,762 1,238

土地再評価差額金 382,011 382,011

その他の包括利益累計額合計 383,773 383,249

純資産合計 2,217,292 2,187,604

負債純資産合計 3,280,305 3,554,985
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 436,229 598,955

売上原価 349,891 456,321

売上総利益 86,338 142,633

販売費及び一般管理費 181,473 168,650

営業損失（△） △95,134 △26,016

営業外収益

受取利息及び配当金 289 199

仕入割引 1,411 745

持分法による投資利益 1,740 846

補助金収入 983 22

その他 1,707 1,522

営業外収益合計 6,133 3,337

営業外費用

支払利息 104 238

手形売却損 127 43

為替差損 619 414

その他 269 329

営業外費用合計 1,121 1,025

経常損失（△） △90,123 △23,705

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,500 －

その他 － 0

特別利益合計 1,500 0

特別損失

保険解約損 2,303 3,572

その他 14 －

特別損失合計 2,317 3,572

税金等調整前四半期純損失（△） △90,940 △27,277

法人税、住民税及び事業税 3,111 1,885

法人税等調整額 13,400 －

法人税等合計 16,512 1,885

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △107,453 △29,163

四半期純損失（△） △107,453 △29,163
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △107,453 △29,163

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13,883 △524

その他の包括利益合計 △13,883 △524

四半期包括利益 △121,336 △29,687

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △121,336 △29,687

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日） 

  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22年４月１日 至 平成22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△156,553千円には、セグメント間取引消去△83,996千円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△72,556千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損失と調整を行っております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

（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

関連事業
その他の事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 435,434 794 436,229 ― 436,229

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 83,996 83,996 △83,996 ―

計 435,434 84,791 520,226 △83,996 436,229

セグメント利益又は損失
（△）

△18,866 80,284 61,418 △156,553 △95,134
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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△51,625千円には、セグメント間取引消去426千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△52,051千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損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第１四半期連結会計期間から、セグメント利益又は損失の算定に用いる費用の配賦方法につい

て、セグメントの事業をより適正に評価管理するための見直しを行っております。 

この結果、従来の方法に比較して当第１四半期連結会計期間の「工業炉燃焼装置関連事業」のセ

グメント損失は65,086千円増加し、各報告セグメントに配分していない全社費用が同額減少してお

ります。 

  

  

  

  

当第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

（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

関連事業
その他の事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 598,176 778 598,955 ― 598,955

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 66,024 66,024 △66,024 ―

計 598,176 66,803 664,980 △66,024 598,955

セグメント利益又は損失
（△）

△26,772 52,381 25,608 △51,625 △26,016

（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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（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

（退職給付引当金） 

当社及び一部の連結子会社は、平成23年４月１日に退職給付制度を改定し、適格退職年金制度から、

確定給付年金制度へ移行しました。この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号 平成14年１月31日）を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります 

（完成工事高の収益計上基準） 

完成工事高の収益計上基準については、従来、連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる工事については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用

しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より当該工事に係る原価管理体制の整備強化等に伴い、

中小規模案件についても見積精度の信頼性が得られたことから工事進行基準を適用しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の売上高は205,493千円増加し、営業

損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ31,079千円減少しております。 

（６）追加情報
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