
平成 21 年８月 19 日 

 各 位 

会 社 名 日 本 光 電 工 業 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 鈴木 文雄 

      （コード：6849、東証第一部） 

問 合 せ 先 経営企画室長      広瀬 文男 

      （TEL．03‐5996‐8003） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 22 年３月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 21 年８月５日付けで開示いたしました掲題の開示資料につきまして、下記の通り一部訂正があ

りましたのでお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも

送信します。 

 なお、訂正箇所は下線を付して表示しています。 

 

記 

 

 １ページ  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） 

 （1）連結経営成績（累計） 

 

   ［訂正前］  

 (％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 22,157 △17.1 792 △59.1 910 △60.0 102 △91.5 

21 年３月期第１四半期 26,732 ― 1,938 ― 2,276 ― 1,202 ―

 

 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 2 32 ―

21 年３月期第１四半期 27 37 ―

 

 

   ［訂正後］ 

(％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 22,157 △17.1 792 △59.1 906 △60.2 97 △91.9 

21 年３月期第１四半期 26,732 ― 1,938 ― 2,276 ― 1,202 ―

 

 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 2 22 ―

21 年３月期第１四半期 27 37 ―
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 ３ページ  【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 

 

   ［訂正前］  

    （前略） 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 221 億５千７百万円（同 17.1％減）、営業利益は７

億９千２百万円（同 59.1％減）、経常利益は９億１千万円（同 60.0％減）、四半期純利益は１億２百万円

（同 91.5％減）となりました。 

    （後略） 

 

   ［訂正後］  

    （前略） 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 221 億５千７百万円（同 17.1％減）、営業利益は７

億９千２百万円（同 59.1％減）、経常利益は９億６百万円（同 60.2％減）、四半期純利益は９千７百万円

（同 91.9％減）となりました。 

    （後略） 

 

 

 

 ４ページ  【定性的情報・財務諸表等】 ２．連結財政状態に関する定性的情報 

 

   ［訂正前］  

 （2）キャッシュ・フローの状況 

    （前略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、11 億９百万円となりました。主な増加は、売上債権の減少 42 億９

千２百万円、税金等調整前四半期純利益５億４千万円や減価償却費５億７千３百万円、一方で主な減

少は、賞与引当金等引当金の減少 14 億１千８百万円、法人税等の支払 11 億９千９百万円などです。 

    （後略） 

 

   ［訂正後］  

 （2）キャッシュ・フローの状況 

    （前略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、11 億５百万円となりました。主な増加は、売上債権の減少 42 億９

千２百万円、税金等調整前四半期純利益５億３千６百万円や減価償却費５億７千３百万円、一方で主

な減少は、賞与引当金等引当金の減少 14 億１千８百万円、法人税等の支払 11 億９千９百万円などで

す。 

    （後略） 
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 ７ページ  ５【四半期連結財務諸表】（1）【四半期連結貸借対照表】 

 

［訂正前］ 

    （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  7,544 7,544

  資本剰余金  10,487 10,487

  利益剰余金  37,239 37,972

  自己株式  △2,016 △2,016

  株主資本合計  53,254 53,987

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金  314 66

  繰延ヘッジ損益  △22 －

  為替換算調整勘定  △310 △494

  評価・換算差額等合計  △18 △428

 少数株主持分  12 10

 純資産合計  53,248 53,569

負債純資産合計  75,800 80,479

 

 

［訂正後］ 

    （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  7,544 7,544

  資本剰余金  10,487 10,487

  利益剰余金  37,235 37,972

  自己株式  △2,016 △2,016

  株主資本合計  53,250 53,987

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金  314 66

  繰延ヘッジ損益  △22 －

  為替換算調整勘定  △306 △494

  評価・換算差額等合計  △14 △428

 少数株主持分  12 10

 純資産合計  53,248 53,569

負債純資産合計  75,800 80,479
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 ８ページ  ５【四半期連結財務諸表】（2）【四半期連結損益計算書】 

  【第１四半期連結累計期間】 

 

［訂正前］ 

   （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  26,732 22,157

売上原価  13,574 10,641

売上総利益  13,157 11,516

販売費及び一般管理費  11,219  10,723

営業利益  1,938 792

営業外収益  

 受取利息  11 5

 受取配当金  53 48 

 為替差益  227 59

 その他  93 47

 営業外収益合計  385 161 

営業外費用  

 支払利息  9 10

 持分法による投資損失  15 5

 その他  21 27

 営業外費用合計  46 43

経常利益  2,276 910 

特別利益  

 貸倒引当金戻入額  6 0

 投資有価証券売却益  － 6

 特別利益合計  6 6

特別損失  

 固定資産除売却損  8 4

 投資有価証券評価損  － 51

 過年度製品保証引当金繰入額  － 320

 特別損失合計  8 376

税金等調整前四半期純利益  2,275 540 

法人税等  1,057 437

少数株主利益  15 1

四半期純利益  1,202 102 
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［訂正後］ 

   （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  26,732 22,157

売上原価  13,574 10,641

売上総利益  13,157 11,516

販売費及び一般管理費  11,219  10,723

営業利益  1,938 792

営業外収益  

 受取利息  11 5

 受取配当金  53 43 

 為替差益  227 59

 その他  93 47

 営業外収益合計  385 156 

営業外費用  

 支払利息  9 10

 持分法による投資損失  15 5

 その他  21 27

 営業外費用合計  46 43

経常利益  2,276 906 

特別利益  

 貸倒引当金戻入額  6 0

 投資有価証券売却益  － 6

 特別利益合計  6 6

特別損失  

 固定資産除売却損  8 4

 投資有価証券評価損  － 51

 過年度製品保証引当金繰入額  － 320

 特別損失合計  8 376

税金等調整前四半期純利益  2,275 536 

法人税等  1,057 437

少数株主利益  15 1

四半期純利益  1,202 97 
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 ９ページ  ５【四半期連結財務諸表】（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

［訂正前］ 

   （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)

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 2,275 540 

 減価償却費 552 573

 引当金の増減額（△は減少） △1,488 △1,418

 受取利息及び受取配当金 △64 △53 

 支払利息 9 10

 為替差損益（△は益） 30 △20

 有形固定資産除売却損益（△は益） 8 4

 売上債権の増減額（△は増加） 1,406 4,292

 たな卸資産の増減額（△は増加） △100 △303

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,884 △2,026

 その他 792 671

 小計 1,537 2,269

 利息及び配当金の受取額 61 53 

 利息の支払額 △12 △14

 法人税等の支払額 △2,007 △1,199

 営業活動によるキャッシュ・フロー △422 1,109 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資有価証券の売却による収入 1 32

 投資有価証券の取得による支出 △14 △13

 有形固定資産の売却による収入 1 5

 有形固定資産の取得による支出 △795 △252

 無形固定資産の取得による支出 △224 △392

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

 取得による収入 
17 －

 その他 0 1

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,012 △619

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） 403 37

 長期借入金の返済による支出 △2 △1

 配当金の支払額 △816 △771

 リース債務の返済による支出 － △15

 その他 △0 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △417 △751

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 141 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,841 △120

現金及び現金同等物の期首残高 13,797 11,197

現金及び現金同等物の四半期末残高  11,955  11,077
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［訂正後］ 

   （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)

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 2,275 536 

 減価償却費 552 573

 引当金の増減額（△は減少） △1,488 △1,418

 受取利息及び受取配当金 △64 △49 

 支払利息 9 10

 為替差損益（△は益） 30 △20

 有形固定資産除売却損益（△は益） 8 4

 売上債権の増減額（△は増加） 1,406 4,292

 たな卸資産の増減額（△は増加） △100 △303

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,884 △2,026

 その他 792 671

 小計 1,537 2,269

 利息及び配当金の受取額 61 49 

 利息の支払額 △12 △14

 法人税等の支払額 △2,007 △1,199

 営業活動によるキャッシュ・フロー △422 1,105 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資有価証券の売却による収入 1 32

 投資有価証券の取得による支出 △14 △13

 有形固定資産の売却による収入 1 5

 有形固定資産の取得による支出 △795 △252

 無形固定資産の取得による支出 △224 △392

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

 取得による収入 
17 －

 その他 0 1

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,012 △619

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） 403 37

 長期借入金の返済による支出 △2 △1

 配当金の支払額 △816 △771

 リース債務の返済による支出 － △15

 その他 △0 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △417 △751

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 145 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,841 △120

現金及び現金同等物の期首残高 13,797 11,197

現金及び現金同等物の四半期末残高  11,955  11,077

 

 

 

 

 

以 上 
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平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本光電工業株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6849 URL http://www.nihonkohden.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長執行役員 （氏名） 鈴木 文雄

問合せ先責任者 （役職名） 経営企画室長 （氏名） 広瀬 文男 TEL 03-5996-8003
四半期報告書提出予定日 平成21年8月13日

配当支払開始予定日 ―

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 22,157 △17.1 792 △59.1 906 △60.2 97 △91.9

21年3月期第1四半期 26,732 ― 1,938 ― 2,276 ― 1,202 ―

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 2.22 ―

21年3月期第1四半期 27.37 ―

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 75,800 53,248 70.2 1,211.72
21年3月期 80,479 53,569 66.5 1,219.06

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  53,236百万円 21年3月期  53,558百万円

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 ― 18.00 ― 19.00 37.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

17.00 ― 17.00 34.00

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

50,500 △6.2 2,200 △43.3 2,200 △43.3 1,300 △41.1 29.59

通期 107,000 △1.9 6,000 △26.0 6,000 △21.5 3,700 △19.8 84.22



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、５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、５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 

 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、様々な要因により業績予想と異なる可能性が
あります。なお、上記予想に関する事項は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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  45,765,490株 21年3月期  45,765,490株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,831,165株 21年3月期  1,830,850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  43,934,413株 21年3月期第1四半期  43,935,786株




