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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 24,108 △8.1 503 △46.6 781 △38.2 415 △90.7

24年3月期第1四半期 26,227 10.3 942 124.5 1,265 121.4 4,454 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △203百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 4,805百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 2.97 ―

24年3月期第1四半期 31.88 ―

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

25年3月期第1四半期 115,468 68,204 51.8 428.84
24年3月期 117,735 68,896 51.5 434.14

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  59,866百万円 24年3月期  60,606百万円

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

24年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
連結業績予想の修正につきましては、本日（平成24年8月3日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」及び「特別損失の計上に関するお知らせ」
をご参照ください。 

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) 50,500 △4.7 800 △48.0 1,300 △34.0 2,600 △43.0 18.62
通期 104,000 1.8 2,700 43.6 3,500 30.0 4,100 △8.2 29.37
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(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。 
    詳細は、【添付資料】３ページ ２．サマリー情報（注記事項）に関する事項をご覧ください。 

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現状で判断しうる一定の前提に基づいており、今後発生する状況の変化によっては実際の業績と異なる可能性があります。なお、上記
の予想の前提条件その他関連する事項につきましては、【添付資料】２ページ １．当四半期決算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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 158,428,497 株 24年3月期 158,428,497 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 18,829,348 株 24年3月期 18,827,051 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 139,600,040 株 24年3月期1Q 139,699,017 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は241億８百万円（前年同期比8.1％減少）、営業利益は５億３百万円（前 

年同期比46.6％減少）、経常利益は７億81百万円（前年同期比38.2％減少）、四半期純利益は４億15百万円（前年

同期比90.7％減少）となりました。 

セグメントごとの業績は以下のとおりであります。 

 （工業機材事業） 

 国内市場では、自動車業界の回復に伴い、研削砥石・ＣＢＮ工具・研磨布紙が堅調に推移し、ダイヤモンド工具

は自動車業界向けの工作機械業界の需要により、売上げは微増となりました。海外市場では、太陽電池向け等中国

市場の低迷と円高による影響により売上げは減少となりました。その結果、工業機材事業の売上高は、91億85百万

円（前年同期比1.2％減少）、営業利益は１億53百万円（前年同期比45.9％減少）となりました。 

 （セラミック・マテリアル事業） 

 電子ペーストは、出荷量は確保したものの、主原材料である貴金属価格の下落により販売価格が押し下げられ、

売上げは微減となりました。厚膜回路基板は、国内の自動車生産台数の回復に伴い大幅に増加となり、石油化学製

品製造用の触媒担体も伸長しましたが、デンタル用途が低調であった石膏や、液晶テレビの販売不振の影響を受け

たセラミック原料は苦戦となり、転写紙等のセラミック資材、海外市場の不調を受けた蛍光表示管モジュール・電

子部材は大幅に売上げが減少しました。その結果、セラミック・マテリアル事業の売上高は、89億99百万円（前期

年同期比11.2％減少）、営業利益は３億55百万円（前年同期比58.0％減少）となりました。 

 （エンジニアリング事業） 

 主力のヒートテクノ部門は、太陽光発電・リチウムイオン電池電極材料向けが共に不調であったため、売上げが

減少しました。流体テクノ部門は、研削液濾過装置がベアリング・工作機械業界向けに増加したものの、混合・攪

拌装置が化学・食品業界向けに減少しました。また、マシンテクノ部門は、超硬丸鋸切断機が微減でしたが、鉄鋼

産業向けの研削機械が大幅に増加しました。その結果、エンジニアリング事業の売上高は、39億69百万円（前年同

期比19.2％減少）、営業利益は１億45百万円（前年同期比17.5％増加）となりました。 

 （食器事業） 

 国内市場につきましては、百貨店向けで依然厳しい状況が続いているものの、主力のホテル・レストラン向けが

訪日外国人やブライダル需要の増加を受け好調に転じ、小売についても堅調に推移したことから、売上げは増加し

ました。海外市場につきましては、米国市場において主要顧客の在庫調整の終了と新規顧客への販路開拓により、

売上げが増加したものの、欧亜市場におけるエアライン向けの減少を補うには至らず、売上げは微減となりま 

した。その結果、食器事業の売上高は、19億54百万円（前年同期比3.5％増加）、１億50百万円の営業損失となり 

ました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、仕掛品及び有形固定資産が増加したものの、現金及び預金が減少した

ことに加え、保有株式の株価下落に伴い投資有価証券の時価総額が減少したことから、前連結会計年度末に比べ22

億67百万円減少し、1,154億68百万円となりました。 

 負債は、未払法人税等及び流動負債の引当金が減少したことから、前連結会計年度末に比べ15億75百万円減少

し、472億63百万円となりました。 

 純資産は、為替換算調整勘定が増加したものの、その他有価証券評価差額金の減少により、前連結会計年度末に

比べ６億91百万円減少し、682億４百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社は、当社連結子会社である共立マテリアル株式会社を株式交換（効力発生日は平成24年８月１日）により完

全子会社とし、当第２四半期連結累計期間にて負ののれんが発生する予定です。 

 当第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、株式交換による特別利益（負ののれん発生益）約39億円

の計上と、併せて本社工場製造設備の三好事業所他への移設及び北九州営業所の移転に伴う固定資産除却関連損失

等を特別損失として計上する見込みであることから、四半期純利益の予想を修正しております。また、通期連結業

績予想につきましても同様の理由により、前回予想を修正しております。 

 詳細につきましては、本日（平成24年８月３日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」及び

「特別損失の計上に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

  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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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,447 13,820

受取手形及び売掛金 30,410 29,975

商品及び製品 5,988 6,271

仕掛品 4,656 5,147

原材料及び貯蔵品 4,202 4,472

その他 2,378 2,600

貸倒引当金 △235 △203

流動資産合計 63,848 62,082

固定資産   

有形固定資産   

土地 11,587 11,604

その他（純額） 18,545 19,302

有形固定資産合計 30,133 30,907

無形固定資産 592 559

投資その他の資産   

投資有価証券 20,047 18,548

その他 3,228 3,483

貸倒引当金 △115 △113

投資その他の資産合計 23,160 21,919

固定資産合計 53,886 53,385

資産合計 117,735 115,468

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,480 17,328

短期借入金 1,634 1,649

1年内返済予定の長期借入金 － 3,000

未払法人税等 536 170

引当金 1,486 417

その他 3,416 4,132

流動負債合計 24,555 26,698

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 10,200 7,200

退職給付引当金 1,192 1,190

その他の引当金 807 691

その他 2,083 1,483

固定負債合計 24,283 20,565

負債合計 48,838 47,263
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,632 15,632

資本剰余金 18,832 18,832

利益剰余金 36,815 36,779

自己株式 △7,633 △7,634

株主資本合計 63,646 63,610

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,889 1,772

為替換算調整勘定 △5,929 △5,516

その他の包括利益累計額合計 △3,039 △3,744

少数株主持分 8,289 8,338

純資産合計 68,896 68,204

負債純資産合計 117,735 115,468
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 26,227 24,108

売上原価 19,648 18,178

売上総利益 6,578 5,929

販売費及び一般管理費   

販売費 4,031 3,805

一般管理費 1,604 1,621

販売費及び一般管理費合計 5,636 5,426

営業利益 942 503

営業外収益   

受取利息 9 12

受取配当金 166 173

受取賃貸料 84 74

持分法による投資利益 128 49

その他 24 52

営業外収益合計 412 361

営業外費用   

支払利息 41 37

為替差損 18 12

固定資産賃貸費用 8 17

その他 20 15

営業外費用合計 90 82

経常利益 1,265 781

特別利益   

固定資産売却益 2,788 0

持分変動利益 989 －

特別利益合計 3,778 0

特別損失   

固定資産処分損 2 4

投資有価証券評価損 0 23

特別損失合計 3 27

税金等調整前四半期純利益 5,040 754

法人税、住民税及び事業税 244 162

法人税等調整額 157 95

法人税等合計 402 258

少数株主損益調整前四半期純利益 4,637 496

少数株主利益 183 81

四半期純利益 4,454 415
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,637 496

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △75 △1,168

為替換算調整勘定 243 449

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 18

その他の包括利益合計 167 △699

四半期包括利益 4,805 △203

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,630 △289

少数株主に係る四半期包括利益 175 85
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該当事項はありません。   

   

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 

（単位：百万円）

（注） 報告セグメントの利益は、営業利益であります。 

  

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

重要な事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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 

（単位：百万円）

（注） 報告セグメントの利益は、営業利益であります。 

  

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

重要な事項はありません。 

  

１ 株式交換による完全子会社化 

当社と当社の連結子会社である共立マテリアル株式会社（以下「共立マテリアル」という。）は、平成24年５月21

日開催のそれぞれの取締役会において、当社を完全親会社、共立マテリアルを完全子会社とする株式交換（以下「本

株式交換」という。）を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしました。 

本株式交換は、当社については会社法第796条第３項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認

を得ずに、共立マテリアルについては平成24年６月28日開催の定時株主総会において承認を受けた上で、平成24年８

月１日を効力発生日といたしました。 

なお、本株式交換の効力発生日に先立ち、共立マテリアルの普通株式は株式会社名古屋証券取引所市場第二部にお

いて平成24年７月27日に上場廃止（最終売買日は平成24年７月26日）となりました。 

  

（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

（５）セグメント情報等

  報告セグメント 

  工業機材 
セラミック・ 

マテリアル 

エンジニア 

リング 
食器 計 

売上高           

外部顧客への売上高  9,295  10,132  4,911  1,888  26,227

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
 283  845  123  △309  942

  報告セグメント 

  工業機材 
セラミック・ 

マテリアル 

エンジニア 

リング 
食器 計 

売上高           

外部顧客への売上高  9,185  8,999  3,969  1,954  24,108

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
 153  355  145  △150  503

（６）重要な後発事象
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(1) 企業結合の概要 

①結合当事企業の名称及び事業の内容 

 ②企業結合日 

平成24年８月１日 

 ③企業結合の法的形式 

当社を完全親会社とし、共立マテリアルを完全子会社とする株式交換 

 ④本株式交換の目的 

当社が本株式交換により共立マテリアルを完全子会社化することによって、より安定した資本関係を構築する

ことを通じて、ノリタケグループの持つ事業インフラやリソースを結集し、これまで以上に連携を強化すること

で、セラミック・マテリアル事業において強いシナジーを発揮することが可能となり、一層の業容拡大を図れる

と判断しました。本株式交換は両社の親子上場に係る潜在的な利益相反問題の可能性を排除し、また共立マテリ

アルの上場維持コストの負担軽減等によりノリタケグループの更なる経営管理体制の効率化やスリム化を可能に

するものです。 

  

(2) 実施する会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配下

の取引等として会計処理を行う予定です。 

  

(3) 子会社株式の追加取得に関する事項 

 ①株式の種類及び交換比率並びに交付予定の株式数 

ただし、当社が保有する共立マテリアル普通株式については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

なお、交付する株式は保有する自己株式を充当する予定であり、新株式の発行は行わない予定です。 

 ②株式交換比率の算定方法 

本株式交換の株式交換比率の公正性を確保するため、両社がそれぞれ別個に両社から独立した第三者算定機関

に株式交換比率の算定を依頼することとし、当社は野村證券株式会社を、共立マテリアルは三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券株式会社を、株式交換比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定いたしまし

た。 

両社は、それぞれの第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に、慎重に検討し、両社

間で交渉・協議を重ねました。その結果、当社及び共立マテリアルは、上記３(1)に記載の株式交換比率により

本株式交換を行うことを、平成24年５月21日開催されたそれぞれの取締役会において決議いたしました。 

  

２ 固定資産除却関連損失等の計上について 

平成24年８月３日開催の取締役会において、本社工場（名古屋市西区）製造設備の三好事業所（愛知県みよし市）

他への移設及び北九州営業所（北九州市小倉北区）の移転を決議いたしました。これに伴い、当第２四半期連結累計

期間において固定資産除却関連損失等1,928百万円の計上が見込まれます。  

  

  名称 事業の内容 

結合企業 株式会社ノリタケカンパニーリミテド（当社）
研削・研磨工具、電子材料・部品、セラミッ

ク部品、工業用設備・装置、食器の製造販売 

被結合企業 共立マテリアル株式会社 
窯業原料の採掘、精製、製造、仕入、販売 

電子部品用セラミック原料の製造、販売 

  
当社 

（株式交換完全親会社） 

共立マテリアル 

（株式交換完全子会社） 

株式交換比率 1 1.75 

本株式交換により交付する株式数 普通株式16,080,799株（予定） 
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（参考資料） 

  平成25年3月期 第1四半期 共立マテリアル株式会社(連結) 決算資料 

 

 

 

平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 

 

平成24年8月3日 

会 社 名 共立マテリアル株式会社   

URL http://www.kyoritsu-kcm.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 平野 喜一  

問合せ先責任者 (役職名) 取締役総務本部長 (氏名) 鈴木 伸介 (TEL)052-661-3180 

 

(百万円未満切捨て) 

１. 平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25 年 3 月期第 1四半期 2,974 △21.5 204 △66.1 233 △62.9 143 △62.2

24 年 3 月期第 1四半期 3,788 △1.5 602 6.8 627 8.6 379 20.6

(注) 包括利益   25年3月期第1四半期 37百万円(△88.8％)   24年3月期第1四半期 337百万円( 169.5％)  

 

 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

25 年 3 月期第 1四半期 7 12 ― 

24 年 3 月期第 1四半期 18 81 ― 

 

（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 ％ 

25 年 3 月期第 1四半期 18,461 15,118 81.9 

24 年 3 月期 18,734 15,161 80.9 

 (参考) 自己資本  25 年 3 月期第 1四半期 15,118 百万円  24 年 3 月期 15,161 百万円 
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 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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,565,438 5,283,359

受取手形及び売掛金 3,744,879 4,005,772

商品及び製品 1,417,745 1,410,437

仕掛品 361,516 333,480

原材料及び貯蔵品 1,004,298 1,033,513

繰延税金資産 113,068 88,766

関係会社短期貸付金 2,000,000 2,000,000

その他 217,773 198,398

貸倒引当金 △200 △200

流動資産合計 14,424,520 14,353,528

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 651,892 639,596

機械装置及び運搬具（純額） 813,241 779,379

土地 1,239,905 1,239,905

その他（純額） 176,751 154,827

有形固定資産合計 2,881,790 2,813,709

無形固定資産 4,935 11,504

投資その他の資産   

投資有価証券 1,326,891 1,167,599

繰延税金資産 3,047 22,567

その他 93,281 92,365

投資その他の資産合計 1,423,220 1,282,533

固定資産合計 4,309,946 4,107,746

資産合計 18,734,467 18,461,275
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,130,129 2,172,428

未払法人税等 231,858 62,468

未払費用 192,253 146,290

その他 345,939 335,521

流動負債合計 2,900,180 2,716,708

固定負債   

繰延税金負債 34,647 －

資産除去債務 65,904 65,990

退職給付引当金 386,600 368,703

役員退職慰労引当金 185,150 190,940

固定負債合計 672,303 625,633

負債合計 3,572,483 3,342,342

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,387,198 2,387,198

資本剰余金 1,711,759 1,711,759

利益剰余金 10,515,045 10,578,009

自己株式 △24,239 △24,239

株主資本合計 14,589,763 14,652,727

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 572,219 466,205

その他の包括利益累計額合計 572,219 466,205

純資産合計 15,161,983 15,118,932

負債純資産合計 18,734,467 18,461,275
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（２）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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,788,477 2,974,229

売上原価 2,823,290 2,372,355

売上総利益 965,187 601,873

販売費及び一般管理費 362,779 397,857

営業利益 602,407 204,015

営業外収益   

受取利息 3,493 3,788

受取配当金 16,184 16,695

受取保険料 － 4,000

その他 6,663 9,396

営業外収益合計 26,342 33,881

営業外費用   

為替差損 1,151 4,520

その他 － 250

営業外費用合計 1,151 4,770

経常利益 627,598 233,126

特別利益 － －

特別損失   

固定資産処分損 654 280

特別損失合計 654 280

税金等調整前四半期純利益 626,944 232,845

法人税、住民税及び事業税 191,245 62,355

法人税等調整額 56,091 26,829

法人税等合計 247,336 89,185

少数株主損益調整前四半期純利益 379,608 143,660

四半期純利益 379,608 143,660
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 379,608 143,660

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △42,533 △106,014

その他の包括利益合計 △42,533 △106,014

四半期包括利益 337,074 37,646

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 337,074 37,646

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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