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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 90,666 △7.2 7,595 △37.9 8,470 △35.8 6,513 △22.0
24年3月期第2四半期 97,671 23.5 12,234 29.4 13,201 27.9 8,351 41.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 6,305百万円 （△40.8％） 24年3月期第2四半期 10,646百万円 （91.1％）

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2四半期 51.33 51.29
24年3月期第2四半期 66.06 66.03

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2四半期 197,575 110,446 52.9 819.49
24年3月期 208,092 107,466 47.6 784.12
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  104,434百万円 24年3月期  99,092百万円

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  ：  有   

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 ― 17.00 ― 17.00 34.00
25年3月期 ― 18.00
25年3月期（予想） ― 18.00 36.00

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、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 185,000 △6.8 17,000 △25.6 19,200 △22.1 14,300 △3.1 112.68



(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  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料5ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項」(3) 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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料4ページ「(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2Q 128,265,799 株 24年3月期 127,212,607 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 828,085 株 24年3月期 837,579 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 126,906,371 株 24年3月期2Q 126,428,666 株



  

1. 当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………  2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………  2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………  3 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………  4 

2. サマリー情報(その他)に関する情報 …………………………………………………  5 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………  5 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………  5 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………  5 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………  6 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………  6 

(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 …………………………  8 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 10 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 12 

(5) セグメント情報等 …………………………………………………………………… 12 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 13 

4. 補足情報 ………………………………………………………………………………… 14 

(1) 生産、受注及び販売の状況 ………………………………………………………… 14 

(2) 海外売上高 …………………………………………………………………………… 15 

(3) 平成25年３月期通期 連結業績予想(セグメント情報)…………………………… 15 

  

○添付資料の目次

－1－

ナブテスコ株式会社（６２６８） 平成25年３月期 第２四半期決算短信



  

当第２四半期連結累計期間における当社を取り巻く世界の事業環境は、欧州諸国の債務危機や中国にお
ける景気減速等の影響を受け、特に中国建設機械市場では需要の落ち込みが顕著になりました。 
 わが国経済は、東日本大震災からの復旧は徐々に進んでいるものの、円高定着が見られるなど、依然と
して厳しい状況が続いております。 
 このような中、当社グループの第２四半期連結累計期間の業績については、平成23年4月に買収したス
イス・Gilgen Door Systems AGの売上分が第１四半期連結累計期間に計上されたものの、中国における建
設機械需要減の影響などを受けて、売上高は前年同期に比べ減収となりました。営業利益、経常利益、四
半期純利益についても減益となりました。 
  

① 売上高、営業利益 
当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比7,005百万円(7.2％)減少の90,666百万円となり、

営業利益は同4,639百万円(37.9％)の大幅減により、7,595百万円となりました。売上高営業利益率は同
4.1ポイント低下し、8.4％となりました。 
  
 セグメント別概況は次のとおりです。 
  

【精密機器事業】 
精密機器事業の売上高は前年同期比4.6％減少の20,314百万円、営業利益は同45.6％減少の2,146百万

円となりました。 
 精密減速機は、国内外の産業用ロボットメーカーによる在庫調整の影響を受けて減収となりました。
  

【輸送用機器事業】 
輸送用機器事業の売上高は前年同期比3.9％減少の22,565百万円、営業利益は同21.8％減少の2,452百

万円となりました。 
  鉄道車両用機器は、中国向け売上の減少により減収となりました。商用車用機器は、トラックの新興
国向け需要拡大が寄与し増収となりました。舶用機器は、船舶市況停滞の影響を受けて減収となりまし
た。 
  

【航空・油圧機器事業】 
航空・油圧機器事業の売上高は前年同期比26.2％減少の25,713百万円、営業利益は同56.7％減少の

1,689百万円となりました。 
 油圧機器は、中国における建設機械需要減の影響を受けて減収となりました。航空機器は、民間航空
機需要拡大が寄与し増収となりました。 
  

【産業用機器事業】 
産業用機器事業の売上高は前年同期比22.3％増加の22,073百万円、営業利益は同4.7％増加の1,306百

万円となりました。 
 自動ドアは、国内需要が回復基調であることや、Gilgen Door Systems AGの四半期分売上の計上によ
り増収となりました。包装機は、主に海外向け拡販が寄与し増収となりました。 
  

② 経常利益 
当第２四半期連結累計期間の経常利益は前年同期比4,731百万円(35.8％)減少の8,470百万円となりま

した。  
  主な減少要因は、前述の通り営業利益が減少したことによるものでありますが、営業外収益は持分法
による投資利益の減少等により前年同期比82百万円減少の1,275百万円、営業外費用は寄付金の減少が
あったものの、為替差損の増加等もあり前年同期比9百万円増加の401百万円となりました。 
  

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
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③ 四半期純利益 

当第２四半期連結累計期間の四半期純利益は前年同期比1,838百万円(22.0％)減少の6,513百万円とな
りました。  
  特別利益は、グループ会社の株式交換完全子会社化に伴う負ののれん発生益を計上したこと等により
前年同期比699百万円増加の1,074百万円、特別損失は、グループ会社で株式交換関連費用53百万円を計
上したこと等の影響により、前年同期比28百万円増加の100百万円となりました。 
 以上の結果、税金等調整前四半期純利益は前年同期比4,060百万円減少の9,444百万円となりました。
法人税等は前年同期比1,624百万円減少の2,645百万円となり、少数株主利益は、前年同期比598百万円
減少の284百万円となりました。 

  

  

① 資産、負債及び純資産の状況 
 (資産) 

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は111,674百万円、固定資産は85,901百万円であり、その結
果、総資産は197,575百万円と前連結会計年度末比10,517百万円の減少となりました。主な増加要因
は、たな卸資産の増加1,752百万円、有形固定資産の増加2,042百万円であります。一方、主な減少要因
は、現金及び預金の減少2,747百万円、受取手形及び売掛金の減少2,933百万円、資金運用変更による有
価証券の減少8,000百万円であります。 
  

 (負債) 
当第２四半期連結会計期間末の流動負債は57,827百万円、固定負債は29,300百万円であり、その結

果、負債合計は87,128百万円と前連結会計年度末比13,497百万円の減少となりました。主な減少要因は
支払手形及び買掛金の減少2,394百万円、短期借入金の減少5,464百万円、未払法人税等の減少1,692百
万円であります。 
  

 (純資産) 
当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は110,446百万円であり、自己資本は104,434百万円と前連

結会計年度末比5,341百万円の増加となりました。主な増加要因は、四半期純利益6,513百万円による利
益剰余金の増加、資本剰余金の増加1,581百万円であります。一方、主な減少要因は、配当による利益
剰余金の減少2,159百万円、少数株主持分の減少2,398百万円であります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。) は、営業活動によ
り獲得した資金6,119百万円を主に設備投資、借入金の返済、配当金の支払等に充てた結果、39,253百
万円と前連結会計年度末比10,769百万円の減少となりました。 
  

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6,119百万円の資金の増
加となりました。増加要因としては主に税金等調整前四半期純利益、売上債権の減少によるものであり
ます。一方、減少要因としては主にたな卸資産の増加、仕入債務の減少、法人税等の支払額等によるも
のであります。 

  

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、9,215百万円の資金の減
少となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、8,003百万円の資金の減
少となりました。減少要因としては主に借入金の返済及び配当金の支払によるものであります。 
  
  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

   (営業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)

   (財務活動によるキャッシュ・フロー)
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平成25年３月期第２四半期連結累計期間の連結業績及び今後の動向等を踏まえ、平成24年5月10日に発
表しました平成25年３月期通期の業績予想を修正することとしました。 
詳細につきましては、平成24年10月31日発表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 
なお、平成24年５月10日に公表しました連結業績予想との差異は以下の通りです。 
  
平成25年３月期通期 連結業績予想数値の修正 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想 (Ａ) 210,000 24,200 26,100 16,800 132 91

今回修正予想 (Ｂ) 185,000 17,000 19,200 14,300 112 68

増減額 (Ｂ－Ａ) △25,000 △7,200 △6,900 △2,500 ―

増減率 (％) △11.9 △29.8 △26.4 △14.9 ―

前期実績 198,527 22,858 24,656 14,756 116 74
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 該当事項はありません。 

  

  

税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税
効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し
ています。   

  

  

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 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており
ます。 
 これにより、従来の方法に比べて、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
前四半期純利益はそれぞれ59百万円増加しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

  

  

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

（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

－5－

ナブテスコ株式会社（６２６８） 平成25年３月期 第２四半期決算短信



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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,505 12,758

受取手形及び売掛金 47,539 44,605

有価証券 34,998 26,997

商品及び製品 3,263 4,004

仕掛品 7,776 8,730

原材料及び貯蔵品 9,070 9,128

繰延税金資産 2,910 2,953

その他 3,038 2,661

貸倒引当金 △173 △166

流動資産合計 123,929 111,674

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,407 16,210

機械装置及び運搬具（純額） 17,174 18,248

工具、器具及び備品（純額） 2,420 2,516

土地 14,411 14,415

建設仮勘定 1,095 2,160

有形固定資産合計 51,509 53,551

無形固定資産   

のれん 14,570 14,111

その他 1,267 1,579

無形固定資産合計 15,838 15,691

投資その他の資産   

投資有価証券 14,930 14,511

繰延税金資産 388 392

その他 1,639 1,893

貸倒引当金 △142 △138

投資その他の資産合計 16,816 16,658

固定資産合計 84,163 85,901

資産合計 208,092 197,575
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 34,601 32,206

短期借入金 11,412 5,948

未払法人税等 4,471 2,778

製品保証引当金 1,541 1,297

受注損失引当金 80 69

その他 18,789 15,527

流動負債合計 70,897 57,827

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 10,281 10,289

退職給付引当金 7,335 7,068

役員退職慰労引当金 171 162

繰延税金負債 915 590

その他 1,024 1,189

固定負債合計 29,728 29,300

負債合計 100,625 87,128

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 17,445 19,026

利益剰余金 74,815 79,158

自己株式 △753 △738

株主資本合計 101,507 107,446

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,022 273

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △3,436 △3,286

その他の包括利益累計額合計 △2,414 △3,011

新株予約権 208 245

少数株主持分 8,165 5,767

純資産合計 107,466 110,446

負債純資産合計 208,092 197,575
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 97,671 90,666

売上原価 72,581 68,322

売上総利益 25,090 22,344

販売費及び一般管理費 12,856 14,748

営業利益 12,234 7,595

営業外収益   

受取利息 34 63

受取配当金 49 40

受取賃貸料 124 117

持分法による投資利益 1,009 816

その他 140 238

営業外収益合計 1,358 1,275

営業外費用   

支払利息 61 125

為替差損 60 166

寄付金 172 0

その他 95 108

営業外費用合計 391 401

経常利益 13,201 8,470

特別利益   

固定資産売却益 159 37

投資有価証券売却益 2 －

ゴルフ会員権売却益 － 10

負ののれん発生益 － 1,026

事業譲渡益 32 －

退職給付制度改定益 49 －

受取補償金 131 －

特別利益合計 375 1,074

特別損失   

固定資産処分損 69 45

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 － 1

ゴルフ会員権評価損 2 －

株式交換関連費用 － 53

特別損失合計 72 100

税金等調整前四半期純利益 13,505 9,444

法人税等 4,269 2,645

少数株主損益調整前四半期純利益 9,235 6,798

少数株主利益 883 284

四半期純利益 8,351 6,513
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 9,235 6,798

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △719 △741

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 2,149 239

持分法適用会社に対する持分相当額 △20 8

その他の包括利益合計 1,410 △493

四半期包括利益 10,646 6,305

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 9,750 5,916

少数株主に係る四半期包括利益 895 388

－9－

ナブテスコ株式会社（６２６８） 平成25年３月期 第２四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 13,505 9,444

減価償却費 2,853 3,833

のれん償却額 178 394

負ののれん発生益 － △1,026

株式報酬費用 43 48

貸倒引当金の増減額（△は減少） 105 △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △123 △267

受取利息及び受取配当金 △83 △104

支払利息 61 125

持分法による投資損益（△は益） △1,009 △816

固定資産売却損益（△は益） △159 △37

固定資産処分損益（△は益） 69 45

投資有価証券売却損益（△は益） △2 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － △10

ゴルフ会員権評価損 2 －

退職給付制度改定益 △49 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,819 2,244

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,507 △1,605

仕入債務の増減額（△は減少） 2,013 △2,607

その他 △698 708

小計 13,379 10,360

利息及び配当金の受取額 387 258

利息の支払額 △102 △124

法人税等の支払額 △7,165 △4,375

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,500 6,119

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △253 △26

有形固定資産の取得による支出 △2,987 △8,354

有形固定資産の売却による収入 248 63

無形固定資産の取得による支出 △177 △502

無形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

投資有価証券の売却による収入 5 －

ゴルフ会員権の売却による収入 － 13

関係会社株式の取得による支出 △11 △63

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△17,619 －

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得によ
る支出

－ △82

その他 △432 △256

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,232 △9,215
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1 △5,591

長期借入れによる収入 10,000 －

長期借入金の返済による支出 － △34

少数株主からの払込みによる収入 270 396

自己株式の取得による支出 △1 △1

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △2,030 △2,156

少数株主への配当金の支払額 △423 △617

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,813 △8,003

現金及び現金同等物に係る換算差額 50 330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,868 △10,769

現金及び現金同等物の期首残高 56,570 50,023

現金及び現金同等物の四半期末残高 49,702 39,253
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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23年４月１日 至 平成23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 

 
(注) １  セグメント間の内部売上高又は振替高に係る調整額は、セグメント間取引消去△1,061百万円であります。

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

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 

(のれんの金額の重要な変動) 

「産業用機器事業」セグメントにおいて、スイスのKaba Holding AGが有する自動ドア事業部門を、

Kaba Holding AG子会社であるKaba Gilgen AG(現Gilgen Door Systems AG)の株式取得を通じて買収

し、平成23年４月１日にて取得手続を完了しております。 

 なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間においては17,288百万円であり

ます。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：百万円)

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)

精密 
機器事業

輸送用
機器事業

航空・油圧
機器事業

産業用
機器事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 21,293 23,489 34,838 18,050 97,671 ― 97,671

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

17 99 319 624 1,061 (1,061) ―

計 21,310 23,589 35,158 18,674 98,733 (1,061) 97,671

セグメント利益 3,946 3,136 3,903 1,248 12,234 ― 12,234
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(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 

 
(注) １  セグメント間の内部売上高又は振替高に係る調整額は、セグメント間取引消去△626百万円であります。  

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

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 

(重要な負ののれんの発生益) 

「産業用機器事業」セグメントにおいて、当社を完全親会社としナブコドア株式会社を完全子会社と

する株式交換を、平成24年８月１日にて完了しております。 

 なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては1,019百

万円であります。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

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に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、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は、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。   

 当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「精密機器事業」のセグメント

利益が30百万円、「輸送用機器事業」のセグメント利益が６百万円、「航空・油圧機器事業」のセグメ

ント利益が20百万円、「産業用機器事業」のセグメント利益が２百万円それぞれ増加しております。 

  

当社を完全親会社としナブコドア株式会社を完全子会社とする株式交換を、平成24年８月１日にて完

了しております。 

 なお、当該事象により資本剰余金が1,582百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本

剰余金が19,026百万円となっております。 

  

(単位：百万円)

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)

精密 
機器事業

輸送用
機器事業

航空・油圧
機器事業

産業用
機器事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 20,314 22,565 25,713 22,073 90,666 ― 90,666

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

12 80 488 44 626 (626) ―

計 20,326 22,646 26,201 22,118 91,293 (626) 90,666

セグメント利益 2,146 2,452 1,689 1,306 7,595 ― 7,595

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－13－

ナブテスコ株式会社（６２６８） 平成25年３月期 第２四半期決算短信



  

当第２四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額は、販売価格によっており、消費税等は含まれていません。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

  

当第２四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額は、販売価格によっており、消費税等は含まれていません。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

  

当第２四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額は、販売価格によっており、消費税等は含まれていません。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

３ 総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。 

  

４. 補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

精密機器事業 21,502 △0.3

輸送用機器事業 23,478 △2.4

航空・油圧機器事業 26,338 △25.1

産業用機器事業 22,998 25.4

合計 94,318 △4.8

② 受注実績

セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比 
(％)

精密機器事業 19,981 △16.2 12,294 1.5

輸送用機器事業 19,023 △3.7 15,896 △16.1

航空・油圧機器事業 27,543 △22.3 26,086 △10.9

産業用機器事業 23,156 △3.6 15,733 10.0

合計 89,704 △13.0 70,011 △6.2

③ 販売実績

セグメントの名称 販売高(百万円)
前年同四半期比 

(％)

精密機器事業 20,314 △4.6

輸送用機器事業 22,565 △3.9

航空・油圧機器事業 25,713 △26.2

産業用機器事業 22,073 22.3

合計 90,666 △7.2
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当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………………中国、タイ、韓国、インド、シンガポール 

(2) 北米……………………アメリカ 

(3) ヨーロッパ……………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、オランダ 

(4) その他の地域…………オーストラリア、ニュージーランド 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 

  

 

  

（２）海外売上高

アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 17,483 5,652 15,296 159 38,591

Ⅱ 連結売上高(百万円) 90,666

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

19.3 6.2 16.9 0.2 42.6

（３）平成25年３月期通期 連結業績予想(セグメント情報)

 (売上高)

(百万円)

精密機器 輸送用機器 航空・油圧機器 産業用機器 計

前回発表予想 (Ａ)
(平成24年5月10日発表)

50,800 46,600 62,400 50,200 210,000

今回修正予想 (Ｂ) 42,400 47,000 46,800 48,800 185,000

増減額 (Ｂ－Ａ) △8,400 400 △15,600 △1,400 △25,000

増減率 (％) △16.5 0.9 △25.0 △2.8 △11.9

前期実績 44,199 48,289 64,240 41,798 198,527

 (営業利益)

(百万円)

精密機器 輸送用機器 航空・油圧機器 産業用機器 計

前回発表予想 (Ａ)
(平成24年5月10日発表)

(営業利益率)
9,300
(18.3%)

5,000
(10.7%)

5,900
(9.5%)

4,000
(8.0%)

24,200
(11.5%)

今回修正予想 (Ｂ)
(営業利益率)

6,200
(14.6%)

5,100
(10.9%)

1,600
(3.4%)

4,100
(8.4%)

17,000
(9.2%)

増減額 (Ｂ－Ａ) △3,100 100 △4,300 100 △7,200

増減率 (％) △33.3 2.0 △72.9 2.5 △29.8

前期実績 8,013 6,068 6,130 2,646 22,858
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