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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第143期

第２四半期累計期間
第144期

第２四半期累計期間
第143期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 4,036,147 3,925,214 7,696,349

経常利益 (千円) 285,343 118,344 433,120

四半期(当期)純利益 (千円) 149,804 66,822 246,783

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― 　― ―

資本金 (千円) 1,320,740 1,320,740 1,320,740

発行済株式総数 (千株) 12,135 12,135 12,135

純資産額 (千円) 8,361,399 8,669,643 8,561,014

総資産額 (千円) 11,540,358 11,347,496 11,098,906

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 12.51 5.60 20.54

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 7.5 5.0 12.0

自己資本比率 (％) 72.5 76.4 77.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 377,236 407,850 705,810

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △391,463 △81,755 △938,927

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 105,320 △104,424 △94,167

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,607,198 1,410,490 1,188,820

　

回次
第143期

第２四半期会計期間
第144期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 6.51 5.59

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。　

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありま

せん。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の

うち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記

載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年末誕生いたしました新政権の経済政策、所謂「ア

ベノミクス」の効果が徐々に顕在化となり、経済成長率も大幅にプラスに転じましたが、現在のところ

業種間ではかなりのばらつきがございます。

このような状況の下で、当社は好況業種への積極的な売り込みを図ると共に、高騰する原燃料費の削

減にも注力いたしましたが、主力客先である電子部品業界の不振の影響は大きく、前年同期比減収減益

で終了いたしております。

事業別では、セラミックス事業が特に前述の影響を大きく受け、前年同期比3.9％減収の売上高

2,730,581千円となりました。

エンジニアリング事業につきましては、加熱装置の不振を計測事業が補った形となり、ほぼ前年同期

並の売上高1,194,633千円となりました。この結果、当第２四半期累計期間の売上高合計は前年同期比

2.7％減収の3,925,214千円となりました。

損益面につきましては、セラミックス事業では受注、売上の落ち込みで工場の稼働率も低下したこと

などにより、営業利益は前年同期比57.9％減益の105,011千円となりました。エンジニアリング事業で

は大型の物件もあり前年同期比87.4％増収の46,543千円となりました。

この結果、営業利益は前年同期比44.8％減益の151,555千円となりました。経常利益はこれに100周年

記念行事費用が加わり前年同期比58.5％減益の118,344千円となりました。また、税引前四半期純利益

は前年同期比52.5％減益の117,824千円、四半期純利益は前年同期比55.4％減益の66,822千円といずれ

も前年同期を大幅に下回る結果となりました。　

　

(2) 財政状態の分析

資産は、固定資産で減価償却の進行に伴い前期末比2.9％減少しましたが、流動資産が現金預金や売

掛金等の増加により前期末比7.0％増加しましたため、前期末比2.2％増の11,347,496千円となりまし

た。

負債は、買掛金や未払法人税等および長期借入金の増加により流動負債、固定負債ともに増加し、前

期末比5.5％増の2,677,852千円となりました。

純資産につきましては、株価上昇に伴うその他有価証券評価差額金が増加しましたため、前期末比

1.3％増の8,669,643千円となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物は1,410,490千円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりでありま

す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費と税引前四半期純利益に加え法人税の還付により

法人税等支払額がプラスとなり、前年同期比30,613千円増加の407,850千円のプラスとなりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券を一部売却しましたが、設備投資に伴う機械装

置等の有形固定資産の取得で前年同期比309,707千円増加の81,755千円のマイナスとなりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金返済の進行と配当金の支払いにより前年同期比

209,744千円減少の104,424千円のマイナスとなりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新

たに生じた課題はありません。

（会社の支配に関する方針）

当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針並びに不適切な者に

よって支配されることを防止するための取組み等を定めており、その内容等（会社法施行規則第118

条３号に掲げる事項）は次の通りです。

（Ⅰ）基本方針の内容

当社は、当社の財務内容及び事業の方針の決定を支配する者について、当社の事業特性並びに株主

の皆様やお取引先をはじめ地域社会、従業員等の各ステークホルダーとの間に築かれた関係や当社の

企業価値を十分に理解し、当社の企業価値及び株主様同様の利益を中長期的に確保し、継続的もしく

は持続的に向上させる者であることが必要と考えております。

　また、当社は、当社株式の大規模買付行為が行われた際に、これに応じられるかどうかは、最終的

には株主の皆様の自由な意思と判断によるべきものであると考えておりますが、一方では、大規模買

付行為の中には、その目的等から見て当社の企業価値及び株主様共同の利益に明白な侵害をもたらす

ものがあることも否定できません。

　したがいまして、当社の企業価値及び株主様共同の利益の確保・向上に反する当社株式の大規模買

付行為を行おうとする特定の者、あるいはグループは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者として不適切であると考えております。
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（Ⅱ）不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

　　　取組み

買収者から買収の提案を受けた際に、当社株主の皆様が当社の有形無形の経営資源、将来を見据え

た施策の潜在的効果その他当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上で、当該買収が当社の

企業価値及び株主様共同の利益に及ぼす影響を短時間のうちに適切に判断することは必ずしも容易で

はないものと思われます。したがいまして、買収の提案が行われた場合に、当社株主の皆様の意思を

適正に反映させるためには、まず、当社株主の皆様が適切に判断できる状況を確保する必要があり、

そのためには、当社取締役会が必要かつ相当な検討期間内に当該買収提案について誠実かつ慎重な調

査を行った上で、当社株主の皆様に対して必要かつ十分な判断材料（当社取締役会による代替案を出

す場合もあります。）を提供する必要があるものと考えます。

また、買収者による買収の中には、その目的や態様等から見て、企業価値及び株主様共同の利益を

かえりみることなく、もっぱら買収者自らの利潤のみを追求しようとするもの、株主の皆様に株式の

売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社の取締役会や株主の皆様が株式の買収内容等について

検討し、あるいは当社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、

当社の企業価値及び株主様共同の利益を損なうと思われるものも少なくありません。

かかる認識に基づき、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主様共同の利益に反する大規模買付

行為を抑止するためには、大規模買付行為の提案が行われた場合に大規模買付行為を行おうとする者

（以下「大規模買付者」といいます。）、及び当社取締役会が遵守すべき手続きについて客観的かつ

具体的に定めることが必要であると考え、「大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の導

入」（以下、本プランといいます。）を平成21年６月25日開催の第139回定時株主総会で承認を得て

導入をいたしました。この買収防衛策は、有効期限が平成24年６月30日までに開催される第142回定

時株主総会終結の時までとしておりましたので、当社の企業価値及び株主様共同の利益をさらに向上

させるために第142回定時株主総会において第139回定時株主総会と同様に出席株主の皆様の過半数の

ご承認を得て継続しました。

　本プランは、取締役会の恣意的な判断を排除し、株主の皆様のために本プランを発動及び廃止等の

運用に際して実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しています。独立委員会は

当社社外監査役及び社外の有識者の中から選任され、社外監査役１名と社外の有識者２名の計３名よ

り構成されています。

　対象となる大規模買付行為とは、①当社が発行する株式等について、特定株主グループの議決権割

合が20％以上となる買付等、②特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社の他の株主との

合意等をいいます。

　大規模買付者は、事前に当社に対して、本プランに定める手続きを遵守する旨の「意向証明書」を

提出していただき、当社取締役会が「意向証明書」を受領後当社株主様の判断及び当社取締役会とし

ての意見形成のために必要かつ十分な情報を提供していただきます。なお、独立委員会は、当社取締

役会を通じ、必要情報の提供を受けるものとします。

　当社取締役会が十分な情報提供がなされたと判断した場合は、当社取締役会は、必要情報提供完了

後60日間（対価を現金のみとする公開買付）、または90日間（その他）の検討期間を設定します。た

だし、さらに内容の検討や代替案の作成等で必要な場合は、10日間検討期間を延長することができる

ものとします。
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当社取締役会は、検討期間内に、独立委員会に諮問し、当該大規模買付行為の内容の評価・検討等

を行い、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を取りまとめ、公

表いたします。また、必要に応じて、株主の皆様のご意見の把握に努めたり、大規模買付者との間で

大規模買付行為に関する条件改善について協議・交渉をし、当社株主の皆様に対し代替案を提示する

こともあります。

大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合には、当社取締役会は、対抗措置を採るこ

とが相当と認められる場合を除き、原則として対抗措置を採りません。また、大規模買付者が本プラ

ンに定める手続きを遵守しなかった場合、当社取締役会は対抗措置を採る場合があります。

対抗措置の具体的内容としましては、新株予約権無償割当等で、新株予約権無償割当を行う場合

は、買付者等が権利行使できない新株予約権を当社取締役会が定める一定の日における全ての株主様

に対して、所有する当社の普通株式１株につき１個以上で、当社取締役会が別途定める数の割合で新

株予約権無償割当をいたします。

本プランの有効期限は平成27年６月30日までに開催される第145回定時株主総会の終結の時までと

します。ただし、定時株主総会において本プランの継続が承認された場合は、有効期限はさらに３年

間延長されるものとします。また、有効期限の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会

により本プランを廃止する旨の決議がなされた場合は、本プランはその時点で廃止されるものとしま

す。

　（Ⅲ）上記（Ⅱ）の取組みに関する取締役会の判断について

当社取締役会は、上記（Ⅱ）の「不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止するための取組み」が、当社の基本方針に沿って策定されたものであり、当社の企業価

値及び株主様共同の利益を確保・向上させるものであると判断しております。

　また、本プランは定時株主総会における株主の皆様からのご承認をもって発効され、かつ有効期限

前でも株主総会において変更または廃止決議がなされた場合は、その時点で実行される等、株主の意

思を重視したものであります。

　さらに、独立委員会の設置等、当社取締役会による恣意的な判断を防止する仕組みを確保するとと

もに、毎年の定時株主総会における取締役の選任（当社取締役の任期は１年）を通じて本プランの継

続につき株主の皆様の意向を反映させることが可能となっております。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期累計期間における当社の研究開発活動の総額は98,944千円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 37,280,000

計 37,280,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年11年13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,135,695 12,135,695
東京証券取引所
（市場第一部）

単元未満株式は100株であ
ります。

計 12,135,695 12,135,695 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。
　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

　　　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年９月30日 ― 12,135,695 ― 1,320,740 ― 1,088,420
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ニッカトー取引先持株会 大阪府堺市堺区遠里小野町３丁２番24号 615 5.07

東ソー株式会社 東京都港区３丁目８番２号 599 4.93

株式会社チノー 東京都板橋区熊野町32番８号 574 4.73

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 499 4.11

ニッカトー従業員持株会 大阪府堺市堺区遠里小野町３丁２番24号 407 3.36

株式会社共和電業 東京都調布市調布ヶ丘３丁目５番１号 400 3.29

朝日生命株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６番１号 353 2.90

株式会社ツバキ・ナカシマ 奈良県葛城市尺土19番地 300 2.47

西村　明 東京都目黒区 250 2.06

株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目２番47号 200 1.64

計 ― 4,199 34.60

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― 　

議決権制限株式(自己株式等) ― ― 　

議決権制限株式(その他) ― ― 　

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
　普通株式

198,300
― 　

完全議決権株式(その他)
　普通株式

11,920,000
11,920 　

単元未満株式
　普通株式

17,395
― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 12,135,695 ― ―

総株主の議決権 ― 11,920 ―

(注）１　「完全議決権(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権1個)含まれており

ます。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式67株が含まれております。
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② 【自己株式等】

　 　 平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式） 　 　 　 　 　

株式会社ニッカトー
大阪府堺市堺区遠里小野
町３丁２番24号

198,300 ― 198,300 1.63

計 ― 198,300 ― 198,300 1.63

　

　

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成25年７月１日か

ら平成25年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30日まで)に係る

四半期財務諸表について、清稜監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,178,219 1,399,879

受取手形及び売掛金
※2 2,484,338 2,658,512

有価証券 30,601 30,610

商品及び製品 580,899 602,265

仕掛品 1,019,996 1,056,188

原材料及び貯蔵品 270,443 283,865

その他 184,768 120,670

貸倒引当金 △5,200 △5,500

流動資産合計 5,744,067 6,146,492

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,720,940 1,668,299

機械及び装置（純額） 1,492,310 1,339,191

その他（純額） 716,393 710,262

有形固定資産合計 3,929,645 3,717,752

無形固定資産 24,620 27,731

投資その他の資産 1,400,572 1,455,519

固定資産合計 5,354,838 5,201,003

資産合計 11,098,906 11,347,496

負債の部

流動負債

買掛金 974,316 1,080,437

短期借入金 500,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 250,808 289,868

未払金 219,684 187,204

未払法人税等 － 67,266

賞与引当金 168,000 175,100

役員賞与引当金 15,255 7,627

その他 13,190 48,193

流動負債合計 2,141,254 2,255,697

固定負債

長期借入金 171,488 182,012

退職給付引当金 16,074 18,889

役員退職慰労引当金 102,505 109,155

資産除去債務 37,405 37,723

その他 69,164 74,374

固定負債合計 396,637 422,155

負債合計 2,537,891 2,677,852
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,320,740 1,320,740

資本剰余金 1,225,438 1,225,438

利益剰余金 6,084,151 6,097,255

自己株式 △86,211 △86,295

株主資本合計 8,544,118 8,557,138

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 16,896 112,504

評価・換算差額等合計 16,896 112,504

純資産合計 8,561,014 8,669,643

負債純資産合計 11,098,906 11,347,496
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 4,036,147 3,925,214

売上原価 3,164,574 3,173,010

売上総利益 871,573 752,204

販売費及び一般管理費
※1 597,005 ※1 600,648

営業利益 274,567 151,555

営業外収益

受取利息 1,452 1,148

受取配当金 14,381 13,611

その他 8,347 8,152

営業外収益合計 24,181 22,912

営業外費用

支払利息 6,508 5,828

100周年記念行事費用 － 47,750

その他 6,896 2,545

営業外費用合計 13,404 56,123

経常利益 285,343 118,344

特別損失

設備移転費用 21,727 －

固定資産廃棄損 11,487 519

投資有価証券評価損 4,092 －

特別損失合計 37,306 519

税引前四半期純利益 248,037 117,824

法人税、住民税及び事業税 96,000 63,100

法人税等調整額 2,232 △12,098

法人税等合計 98,232 51,001

四半期純利益 149,804 66,822
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 248,037 117,824

減価償却費 288,050 300,538

貸倒引当金の増減額（△は減少） △900 300

受取利息及び受取配当金 △15,833 △14,759

支払利息 6,508 5,828

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,421 2,815

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,547 6,650

固定資産廃棄損 11,487 519

投資有価証券評価損益（△は益） 4,092 －

売上債権の増減額（△は増加） △99,825 △174,173

たな卸資産の増減額（△は増加） △190,149 △70,980

その他の資産の増減額（△は増加） △12,329 31,481

仕入債務の増減額（△は減少） 252,336 106,121

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,150 49,141

その他の負債の増減額（△は減少） △30,119 12,075

小計 479,378 373,383

利息及び配当金の受取額 15,598 14,564

利息の支払額 △6,590 △6,186

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △111,149 26,089

営業活動によるキャッシュ・フロー 377,236 407,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △384,842 △124,893

無形固定資産の取得による支出 △13,815 △4,217

投資有価証券の取得による支出 △401 △944

投資有価証券の売却による収入 － 50,000

貸付けによる支出 － △1,000

貸付金の回収による収入 1,027 1,108

投資その他の資産の増減額（△は増加） 6,568 △1,808

投資活動によるキャッシュ・フロー △391,463 △81,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 － △100,000

長期借入れによる収入 200,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △150,416 △150,416

自己株式の取得による支出 △73 △83

自己株式の売却による収入 138,300 －

配当金の支払額 △82,490 △53,925

財務活動によるキャッシュ・フロー 105,320 △104,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 91,093 221,669

現金及び現金同等物の期首残高 1,516,105 1,188,820

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,607,198 ※1 1,410,490
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　該当事項はありません。

　
　

(会計方針の変更等)

　該当事項はありません。

　
　

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　該当事項はありません。

　

　
(追加情報)

　該当事項はありません。

　

　
(四半期貸借対照表関係)

１　偶発債務

　
前事業年度

(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間

(平成25年９月30日)

一括決済（ファクタリング） 16,799千円 22,556千円 　

　

　※　一括決済（ファクタリング）方式については、債務引渡し残高のうち、下請代金支払遅延等防止法による遡及

義務の金額を表示しております。

　

※２ 　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、前事業年度末残高から除かれ

ております。

　
前事業年度

(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間

(平成25年９月30日)

受取手形 91,951千円 ―　千円 　
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(四半期損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期累計期間

(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

荷造運賃費 30,235千円 27,443千円

役員報酬 32,660　〃 32,460　〃

従業員給料手当 223,397　〃 226,462　〃

地代家賃 24,211　〃 24,654　〃

賞与引当金繰入額 69,048　〃 63,413　〃

役員賞与引当金繰入額 10,650　〃 6,750　〃

退職給付引当金繰入額 6,646　〃 1,353　〃

役員退職慰労引当金繰入額 6,891　〃 6,650　〃

福利厚生費 62,168　〃 64,997　〃

減価償却費 15,881　〃 29,061　〃

　

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次

のとおりであります。

　

　
前第２四半期累計期間

(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

現金及び預金 1,596,607千円 1,399,879千円

投資その他の資産に含まれる
長期性預金

250,000　〃 250,000　〃

有価証券 30,591　〃 30,610　〃

計 1,877,198　〃 1,680,490　〃

預入期間が３か月を超える定期預金 　△270,000　〃 　△270,000　〃

現金及び現金同等物 1,607,198千円 1,410,490千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月22日
定時株主総会

普通株式 82,419 7.00 平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末

日後となるもの

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月５日
取締役会

普通株式 90,555 7.50 平成24年９月30日 平成24年12月10日 利益剰余金

　

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成24年６月５日を払込期日とする第三者割当による自己株式の処分を株式会社ツバキ・ナ

カシマとの間で実施いたしました。

この結果、当第２四半期累計期間において資本剰余金が3,579千円減少するとともに、自己株式が

134,721千円減少し、当第２四半期会計期間末において資本剰余金が1,225,438千円、自己株式が27,698

千円となり、株主資本合計は8,596,207千円となっております。

　

　

当第２四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月21日
定時株主総会

普通株式 53,718 4.50 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末

日後となるもの

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年11月５日
取締役会

普通株式 59,686 5.00 平成25年９月30日 平成25年12月９日 利益剰余金

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９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：千円)

　

報告セグメント

合計

セラミックス事業 エンジニアリング事業

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,840,384 1,195,763 4,036,147

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 2,840,384 1,195,763 4,036,147

セグメント利益 249,729 24,837 274,567

　
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 274,567

四半期損益計算書の営業利益 274,567

　
３．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

　該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９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：千円)

　

報告セグメント

合計

セラミックス事業 エンジニアリング事業

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,730,581 1,194,633 3,925,214

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 2,730,581 1,194,633 3,925,214

セグメント利益 105,011 46,543 151,555

　

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 151,555

四半期損益計算書の営業利益 151,555

　
３．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

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期累計期間

(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

　　１株当たり四半期純利益金額 12円51銭 5円60銭

    (算定上の基礎) 　 　

   四半期純利益金額(千円) 149,804 66,822

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 149,804 66,822

   普通株式の期中平均株式数(株) 11,974,133 11,937,401

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

第144期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）第２四半期末の配当について、平成25年11月5

日開催の取締役会において、平成25年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当

を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 59,686千円

② １株当たりの金額 5円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成25年12月９日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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清稜監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　公認会計士   田　　中　　伸　　郎   印

業務執行社員 　公認会計士   花   枝   幹   雄   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年11月11日

株式会社ニッカトー

取締役会  御中

　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ニッカトーの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第144期事業年度の第２四半期会計期間

(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年９

月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半

期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半

期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表

に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニッカトーの平成25年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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