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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 15,940 △34.2 △397 ― △386 ― △414 ―

21年3月期第1四半期 24,214 17.3 1,690 191.8 1,699 183.4 1,103 256.2

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

22年3月期第1四半期 △3.89 ―

21年3月期第1四半期 10.35 10.34

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

22年3月期第1四半期 98,576 51,950 50.7 468.22

21年3月期 105,901 51,781 46.6 462.54

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  49,948百万円 21年3月期  49,329百万円

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

21年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

37,000 △30.3 △1,500 ― △1,700 ― △1,400 ― △13.12

通期 90,000 △17.9 3,300 △49.2 2,800 △54.4 1,700 △54.9 15.94
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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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 

平成21年5月13日発表の連結業績予想の修正は行っていません。上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実
際の業績は予想と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、添付資料の3ページを参照して下さい。 

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） 22年3月期第1四半期 107,832,445株 21年3月期  107,832,445株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,153,528株 21年3月期  1,184,104株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 106,660,194株 21年3月期第1四半期 106,630,000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

２．連結財政状態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

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)

(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　一般債権の貸倒見積高の算定方法

 ②　棚卸資産の評価方法

 ③　固定資産の減価償却費の算定方法

 ④　経過勘定項目の算定方法

 ⑤　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

 ⑥　工事原価総額の見積方法

第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、前回公表値（平成21年5月13日公表）を修正し
ておりません。また、通期の業績予想につきましても、現時点では第３四半期以降の動向に不確実な要
素が多いため、前回公表値を修正しておりません。

（注）上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績
は予想と異なる可能性があります。

当第１四半期（平成21年4月1日～平成21年6月30日）の売上高は、前年同期に比べ8,273百万円減少
し、15,940百万円となりました。電力機器事業では、受変電設備が一般民需向け及び海外向けで減少
し、制御システムが一般民需向けで減少しました結果、トータルでは前年同期に比べ2,319百万円の減
少となりました。ビーム・真空応用装置事業では、半導体製造装置が一般民需向け及び海外向けで減少
し、また自動車業界向け薄膜コーティングサービスも減少しました結果、前年同期に比べ5,954百万円
の大幅な減少となりました。

経常利益は、電力機器事業及びビーム・真空応用装置事業の減収により、前年同期に比べ2,086百万
円減少となり、386百万円の損失となりました。

特別損益項目はなく、少数株主利益及び法人税等調整後の当期純利益は、前年同期に比べ1,518百万
円減少となり、414百万円の損失となりました。

なお、当社の業績は、官公庁向け及び一般民需案件ともに第４四半期に売上が集中する傾向があるた
め、四半期別の業績には季節的変動があります。

資産の部は、当第１四半期末で98,576百万円となり前連結会計年度末に比べ7,324百万円減少しまし
た。これは主として、売上代金の回収に伴う売上債権の減少によるものです。

負債の部は、当第１四半期末で46,626百万円となり前連結会計年度末に比べ7,494百万円減少しまし
た。これは主として、代金支払いによる支払手形及び買掛金の減少、借入金返済による借入金の減少に
よるものです。
純資産の部は当第１四半期末で51,950百万円となり前連結会計年度末に比べ169百万円増加しまし

た。これは、利益剰余金の減少はありましたが、為替換算調整勘定及びその他有価証券評価差額金の増
加によるものです。

　該当事項はありません。

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。

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。

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を
期間按分する方法によっています。

なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分
して算定する方法によっています。

　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。

年間の税効果会計適用後の実効税率を見積り、税引前四半期純利益にこの見積り実効税率を乗
じて税金費用を計算しています。

工事原価総額の見積りに当たり、当第１四半期連結会計期間末における工事原価総額が、前連
結会計年度末に見積もった工事原価総額から著しく変動しているものと認められる工事契約を除
き、前連結会計年度末に見積もった工事原価総額を当第１四半期連結会計期間末における見積額
とする方法によっています。
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(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 　完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更
請負工事に係る収益の計上基準については、従来請負金額３億円以上かつ工期１年超の工事に

ついては工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが「工事
契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基
準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第1四半期連結会計期間よ
り適用し、当第1四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当会計基準及び適用指針に該当す
る工事契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）を、その他の工事につ
いては工事完成基準を適用しています。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上高は35百万円、売上総利益は13百万円増加

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13百万円減少しています。
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,499 6,508

受取手形及び売掛金 32,763 42,264

たな卸資産 23,623 21,310

その他 5,234 5,060

貸倒引当金 △723 △763

流動資産合計 65,397 74,379

固定資産   

有形固定資産 21,224 20,759

無形固定資産 2,521 2,026

投資その他の資産   

その他 9,871 9,176

貸倒引当金 △438 △441

投資その他の資産合計 9,433 8,735

固定資産合計 33,179 31,521

資産合計 98,576 105,901

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,418 19,618

短期借入金 8,972 12,142

未払費用 4,258 5,406

未払法人税等 121 897

前受金 5,521 3,533

受注損失引当金 550 684

その他の引当金 610 776

その他 2,213 3,054

流動負債合計 38,667 46,112

固定負債   

長期借入金 913 901

長期未払金 1,124 1,182

退職給付引当金 3,270 3,220

環境対策引当金 2,426 2,485

その他の引当金 163 163

その他 61 53

固定負債合計 7,959 8,007

負債合計 46,626 54,120
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,252 10,252

資本剰余金 6,644 6,646

利益剰余金 32,962 33,750

自己株式 △358 △367

株主資本合計 49,501 50,281

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,161 448

繰延ヘッジ損益 4 3

為替換算調整勘定 △718 △1,404

評価・換算差額等合計 447 △952

新株予約権 36 36

少数株主持分 1,964 2,414

純資産合計 51,950 51,781

負債純資産合計 98,576 105,901
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 24,214 15,940

売上原価 17,424 12,026

売上総利益 6,790 3,913

販売費及び一般管理費 5,099 4,311

営業利益又は営業損失（△） 1,690 △397

営業外収益   

受取利息 22 8

受取配当金 49 39

為替差益 64 －

貸倒引当金戻入額 － 60

その他 66 107

営業外収益合計 202 215

営業外費用   

支払利息 112 87

その他 81 116

営業外費用合計 193 204

経常利益又は経常損失（△） 1,699 △386

特別損失   

減損損失 76 －

特別損失合計 76 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,623 △386

法人税等 606 156

過年度法人税等戻入額 △150 －

法人税等合計 456 156

少数株主利益又は少数株主損失（△） 64 △129

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,103 △414
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(3)継続企業の前提に関する注記

該当事項無し

１．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年6月30日） (単位：百万円 未満切捨)

電力機器
事業

ﾋﾞｰﾑ･真空
応用装置
事業

計
消去又は
全社

連結

(1) 外部顧客に対する売上高 17,004 7,209 24,214 － 24,214

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 72 15 87 (87) －

17,077 7,224 24,302 (87) 24,214

1,697 645 2,342 (651) 1,690

当第１四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年6月30日） (単位：百万円 未満切捨)

電力機器
事業

ﾋﾞｰﾑ･真空
応用装置
事業

計
消去又は
全社

連結

(1) 外部顧客に対する売上高 14,685 1,254 15,940 － 15,940

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 29 2 32 (32) －

14,715 1,257 15,972 (32) 15,940

営業利益又は営業損失(△) 603 △ 389 213 (611) △ 397

２．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年6月30日） (単位：百万円 未満切捨)

日本 アジア その他 計
消去又は
全社

連結

売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 20,214 3,961 37 24,214 － 24,214

(2) 531 454 45 1,032 (1,032)
－ 

計 20,746 4,416 83 25,246 (1,032) 24,214

営 業 利 益 1,404 859 △ 0 2,263 (572) 1,690

当第１四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年6月30日） (単位：百万円 未満切捨)

日本 アジア その他 計
消去又は
全社

連結

売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 13,802 2,124 13 15,940 － 15,940

(2) 744 300 5 1,049 (1,049)
－ 

計 14,546 2,424 18 16,990 (1,049) 15,940

営業利益又は営業損失(△) 302 △ 30 △ 6 265 (663) △ 397

営 業 利 益

(4)セ グ メ ン ト 情 報

セグメント間の内部売上高
又は振替高

計

計

セグメント間の内部売上高
又は振替高

売 上 高

売 上 高
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３．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年6月30日）(単位：百万円 未満切捨)

 アジア  その他  　計　 

Ⅰ 海外売上高 8,073   131   8,205   

Ⅱ 連結売上高 24,214   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 33.3%  　0.6% 33.9%

当第１四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年6月30日）(単位：百万円 未満切捨)

 アジア  その他  　計　 

Ⅰ 海外売上高 2,718   214   2,932   

Ⅱ 連結売上高 15,940   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 17.1%  1.3% 18.4%

 (注)1. 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっています。

     2. 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりです。

          アジア     中国、台湾、韓国、タイ等

          その他     米国等

     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す。

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項無し
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日新電機㈱(6641)平成22年3月期  第１四半期決算短信

連結受注及び販売の状況

１．受注状況 （単位：百万円未満切捨）

前年同四半期 当四半期 前期

(平成20年4月～

平成20年6月)

(平成21年4月～

平成21年6月)

(平成20年4月～

平成21年3月)

金額 構成比% 金額 構成比% 金額 増減率% 金額 構成比%

受 変 電 設 備 15,391 51.3 9,572 57.1 5,818 △  37.8 △ 54,711 53.8

調 相 設 備 7,148 23.9 3,333 19.9 3,815 △  53.4 △ 18,973 18.7

制御システム 1,867 6.2 1,763 10.5 104 △    5.6 △  14,530 14.3

小計 24,407 81.4 14,668 87.5 9,739 △  39.9 △ 88,215 86.8

5,583 18.6 2,089 12.5 3,493 △  62.6 △ 13,431 13.2

29,991 100.0 16,758 100.0 13,232 △ 44.1 △ 101,646 100.0

２．販売実績 （単位：百万円未満切捨）

前年同四半期 当四半期 前期

(平成20年4月～

平成20年6月)

(平成21年4月～

平成21年6月)

(平成20年4月～

平成21年3月)

金額 構成比% 金額 構成比% 金額 増減率% 金額 構成比%

受 変 電 設 備 11,851 48.9 9,945 62.4 1,905 △  16.1 △ 56,680 51.7

調 相 設 備 3,272 13.5 3,297 20.7 25 0.8 15,532 14.1

制御システム 1,881 7.8 1,442 9.0 439 △    23.3 △ 16,123 14.7

小計 17,004 70.2 14,685 92.1 2,319 △  13.6 △ 88,336 80.5

7,209 29.8 1,254 7.9 5,954 △  82.6 △ 21,337 19.5

24,214 100.0 15,940 100.0 8,273 △  34.2 △ 109,673 100.0合計

電
力
機
器

ビーム･真空応用装置

区　　分

区　　分

対前年同期
増　　　減

対前年同期
増　　　減

電
力
機
器

ビーム･真空応用装置

合計
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