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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 14,002 ― 636 ― 679 ― 290 ―

20年3月期第1四半期 15,100 12.1 1,366 △16.6 1,413 △15.6 721 △23.0

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

21年3月期第1四半期 6.85 ―

20年3月期第1四半期 16.74 ―

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

21年3月期第1四半期 68,866 59,849 85.9 1,394.52
20年3月期 70,902 60,032 83.8 1,399.99

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  59,170百万円 20年3月期  59,403百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 30,400 △0.1 1,600 △41.7 1,600 △42.3 800 △48.6 18.85
通期 65,000 2.4 4,150 △38.7 4,100 △39.5 2,000 △46.5 47.14

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1) 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。 
(2)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
１４号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  44,000,000株 20年3月期  44,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,569,114株 20年3月期  1,568,885株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  42,430,993株 20年3月期第1四半期  43,081,940株
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［定性的情報・財務諸表等］

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の高騰を背景に、企業収益の減少や

設備投資の減速感など、景気の下振れリスクは高まる一方、サブプライム住宅ローン問題に端を発した米国
経済の先行き不透明感も解消せず、総じて厳しい状況で推移いたしました。
このような状況下において、当社グループの当第１四半期の売上高は、設備投資の低迷などの影響により

140億２百万円（前年同期比7.3%減）となりました。また、利益につきましては売上高の減少に加え、減価償
却費等の固定費の負担増により、営業利益は６億３千６百万円（同53.5%減）、経常利益は６億７千９百万円
（同51.9%減）、四半期純利益は２億９千万円（同59.7%減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の総資産は、受取手形及び売掛金の減少1,977百万円などにより前連結会計年度末と比べ

2,036百万円減少し、68,866百万円となりました。また、負債においても未払法人税等の減少1,212百万円な
どにより1,854百万円減少し、9,016百万円となりました。
純資産は、四半期純利益290百万円の計上、その他有価証券評価差額金の増加240百万円などによる増加が

ある一方、剰余金の配当763百万円などにより、182百万円減少し、59,849百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成20年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

4. その他
(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
①簡便な会計処理
（一般債権の貸倒見積高の算定方法）
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと
認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しています。 
（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定する方法によっています。
（経過勘定項目の算定方法）
固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額
で計上する方法によっています。

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理
（税金費用の計算） 
当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する方法を採用しています。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しています。また、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基
準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法（原材料に
ついては低価法）から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しています。な
お、同基準の適用による連結財務諸表への影響は軽微です。 

(4) 追加情報
（有形固定資産の耐用年数の変更）
電気機械器具製造業用機械設備については、平成20年度の法人税法の改正に伴い、耐用年数７年を採用
しています。この結果、従来と同一の基準によった場合と比べて減価償却費は180百万円増加し、営業利
益、経常利益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ同額減少しています。
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決算短信 2008年07月29日 17時10分 05875xe01_in 1ページ （Tess 1.10 20080626_01）



日東工業㈱(6651)平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 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）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年３月31日）

資産の部

　流動資産

　 現金及び預金 4,998  5,494 

　 受取手形及び売掛金 12,612  14,589 

　 有価証券 5,099  5,298 

　 製品 2,696  2,619 

　 原材料 1,238  1,213 

　 仕掛品 1,583  1,581 

　 貯蔵品 77  89 

　 繰延税金資産 868  849 

　 その他 1,033  665 

　 貸倒引当金 △203  △210 

　流動資産合計 30,004  32,192 

　固定資産

　 有形固定資産

　 建物及び構築物 10,816  11,046 

　 機械装置及び運搬具 7,254  7,766 

　 土地 8,396  8,396 

　 建設仮勘定 984  571 

　 その他 1,243  1,289 

　 有形固定資産合計 28,694  29,071 

　 無形固定資産

　 のれん 271  289 

　 その他 57  59 

　 無形固定資産合計 329  349 

　 投資その他の資産

　 投資有価証券 4,333  3,932 

　 不動産信託受益権 1,603  1,608 

　 長期預金 500  500 

　 前払年金費用 2,099  1,948 

　 その他 1,324  1,324 

　 貸倒引当金 △23  △23 

　 投資その他の資産合計 9,837  9,290 

　固定資産合計 38,861  38,710 

　資産合計 68,866  70,902 
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（単位: 百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年３月31日）

負債の部

　流動負債

　 支払手形及び買掛金 2,507 2,703

　 短期借入金 250 250

　 １年内償還予定の社債 ― 20

　 未払法人税等 399 1,611

　 賞与引当金 552 1,266

　 役員賞与引当金 9 52

　 その他 4,209 4,002

　流動負債合計 7,927 9,905

　固定負債

　 社債 300 300

　 長期未払金 95 129

　 繰延税金負債 584 424

　 その他 110 110

　固定負債合計 1,089 964

　負債合計 9,016 10,870

純資産の部

　株主資本

　 資本金 6,578 6,578

　 資本剰余金 6,986 6,986

　 利益剰余金 46,193 46,666

　 自己株式 △1,457 △1,457

　株主資本合計 58,301 58,774

　評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 869 628

　評価・換算差額等合計 869 628

　少数株主持分 679 629

　純資産合計 59,849 60,032

　負債純資産合計 68,866 70,902
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位: 百万円）
当第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日
　 至 平成20年６月30日)

売上高 14,002

売上原価 9,952

売上総利益 4,050

販売費及び一般管理費 3,414

営業利益 636

営業外収益

　受取利息 14

　受取配当金 57

　不動産信託受益権収入 24

　その他 51

　営業外収益合計 148

営業外費用

　支払利息 3

　売上割引 80

　その他 20

　営業外費用合計 104

経常利益 679

特別利益

　貸倒引当金戻入額 6

　特別利益合計 6

特別損失

　固定資産除却損 6

　特別損失合計 6

税金等調整前四半期純利益 679

　法人税、住民税及び事業税 358

　法人税等調整額 △ 18

法人税等合計 339

少数株主利益 49

四半期純利益 290

― 5 ―

決算短信 2008年07月29日 17時10分 05875xe01_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）



日東工業㈱(6651)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位: 百万円）
当第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日
　 至 平成20年６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 679

　減価償却費 1,009

　のれん償却額 18

　賞与引当金の増減額（△は減少） △ 714

　役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 43

　貸倒引当金の増減額( △は減少) △ 6

　前払年金費用の増減額（△は増加） △ 150

　受取利息及び受取配当金 △ 72

　支払利息 3

　有形固定資産除却損 6

　売上債権の増減額（△は増加） 1,977

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 91

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 196

　未払消費税等の増減額（△は減少） 147

　その他 1,016

　小計 3,582

　利息及び配当金の受取額 72

　利息の支払額 △ 3

　法人税等の支払額 △ 1,541

　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,110

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 △ 800

　定期預金の払戻による収入 700

　有形固定資産の取得による支出 △ 2,011

　投資有価証券の取得による支出 △ 1

　その他 △ 6

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

　社債の償還による支出 △ 20

　配当金の支払額 △ 766

　自己株式の取得による支出 △0

　その他 0

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 786

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 795

現金及び現金同等物の期首残高 9,183

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,388
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しています。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 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。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

（１）四半期連結損益計算書

      (単位 : 百万円)

前年同四半期

区 分 （平成20年３月期

   第1四半期）

Ⅰ 売上高 15,100

Ⅱ 売上原価 10,455

　 売上総利益 4,645

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,279

　 営業利益 1,366

Ⅳ 営業外収益 140

　１ 受取利息 12

　２ 受取配当金 71

　３ 不動産信託受益権収入 23

　４ その他 32

Ⅴ 営業外費用 93

　１ 支払利息 1

　２ 売上割引 77

　３ その他 14

　 経常利益 1,413

Ⅵ 特別利益 40

　 投資有価証券売却益 40

Ⅶ 特別損失 8

　 固定資産除売却損 8

　 税金等調整前四半期純利益 1,444

　 法人税、住民税及び事業税 652

　 法人税等調整額 3

　 少数株主利益 67

　 四半期純利益 721
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

( 単位: 百万円)

前年同四半期

区 分 （平成20年３月期

第１四半期)

金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　１ 税金等調整前四半期純利益 1,444

　２ 減価償却費 751

　３ のれん償却額 18

　４ 賞与引当金の増加額 924

　５ 役員賞与引当金の減少額 △ 54

　６ 貸倒引当金の増加額 10

　７ 前払年金費用の増加額 △ 162

　８ 売上債権の減少額 1,605

　９ たな卸資産の減少額 56

　10 仕入債務の減少額 △ 704

　11 その他 △ 303

　 小計 3,587

　12 利息及び配当金の受取額 80

　13 利息の支払額 △ 2

　14 法人税等の支払額 △ 2,112

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,552

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 定期預金の預入による支出 △ 110

　２ 定期預金の払戻による収入 131

　３ 有形固定資産の取得による支出 △ 2,078

　４ 有形固定資産の売却による収入 4

　５ 投資有価証券の取得による支出 △ 100

　６ 投資有価証券の売却による収入 440

　７ その他 △ 8

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,722

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 短期借入金の純増加額 100

　２ 長期借入金の返済による支出 △ 25

　３ 社債の償還による支出 △ 20

　４ 配当金の支払額 △ 819

　５ 自己株式の取得による支出 △0

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 765

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 935

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,617

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 6,682
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6. その他の情報

販売の状況

( 単位: 百万円)

年度

前第１四半期

連結累計期間

（自 平成19年４月１日

　 至 平成19年６月30日）

当第１四半期

連結累計期間

（自 平成20年４月１日

　 至 平成20年６月30日)

比較増減 前連結会計年度

（自 平成19年４月１日

　 至 平成20年３月31日)

部門別 金額
構成比
(%)

金額
構成比
(%)

金額
増減率
(%)

金額
構成比
(%)

配電盤 7,412 49.1 6,587 47.0 △ 825 △ 11.1 30,146 47.5

配

電 キャビネット 5,400 35.8 5,187 37.1 △ 213 △ 3.9 23,871 37.6

盤

関 遮断器・開閉器 1,215 8.0 1,179 8.4 △ 36 △ 3.0 4,774 7.5

連

事 パーツ・その他 1,000 6.6 1,006 7.2 6 0.7 4,403 7.0

業

計 15,027 99.5 13,961 99.7 △ 1,066 △ 7.1 63,196 99.6

金型関連事業 73 0.5 41 0.3 △ 32 △ 43.0 281 0.4

合計 15,100 100.0 14,002 100.0 △ 1,098 △ 7.3 63,478 100.0

― 10 ―

決算短信 2008年07月29日 17時10分 05875xe01_in 9ページ （Tess 1.10 20080626_01）


	6651日東工業㈱決算短信サマリ.pdf
	日東工業決算短信.pdf

