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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 33,398 △24.3 △1,633 ― △1,409 ― △1,060 ―

21年3月期第3四半期 44,145 ― 2,136 ― 2,101 ― 969 ―

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3四半期 △25.71 ―

21年3月期第3四半期 23.00 ―

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3四半期 62,070 56,170 89.4 1,368.57
21年3月期 66,290 58,961 87.9 1,405.98

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  55,466百万円 21年3月期  58,249百万円

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

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

21年3月期 ― 8.00 ― 4.00 12.00
22年3月期 ― 4.00 ―

22年3月期 
（予想）

4.00 8.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 47,200 △20.0 △1,800 ― △1,750 ― △1,350 ― △32.59

－1－



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） 

(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 

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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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3四半期 44,000,000株 21年3月期  44,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,470,976株 21年3月期  2,570,065株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 41,269,196株 21年3月期第3四半期 42,156,181株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気対策効果や対外経済環境の改善に伴い、輸出や
生産、個人消費の持ち直しが続きました。企業収益や設備投資にも下げ止まりの動きが見られましたが、
依然としてその水準は低く、雇用・所得環境も改善が見られず総じて厳しい状況で推移いたしました。 
 当業界におきましては、景気の底打ちに伴い、工作機械受注や建築着工の大幅減少が一段落し、期の後
半には持ち直しの動きも見られました。しかしながら、本格的な回復には至らず、景気の二番底も懸念さ
れる先行きの不透明な市場環境に終始いたしました。 
 このような情勢下において当社グループは、引き続き企業体質の強化および収益確保を最優先課題に掲
げ、市場深耕や原価低減活動に努めてまいりましたが、売上高は33,398百万円、営業損失は1,633百万
円、経常損失は1,409百万円、四半期純損失は1,060百万円となりました。 

  

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ4,220百万円減少し、62,070百万円となりまし
た。主な要因は、売上高の減少により受取手形及び売掛金が1,775百万円減少したことです。また、負債
においては１年内償還予定の社債の期日返済などにより1,428百万円減少し、5,900百万円となりました。
 純資産は、四半期純損失1,060百万円の計上、剰余金の配当331百万円、自己株式の取得755百万円など
に加えて、連結範囲の変動により691百万円減少したことにより、2,791百万円減少し、56,170百万円とな
りました。 

  

平成21年７月30日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 
当第３四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３四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、第２四半期連結会計期
間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。 

（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。ただし、当該見積実効税
率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する
方法によっています。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

【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簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理

(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

日東工業㈱（6651）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

－3－



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 6,855 5,446

受取手形及び売掛金 10,509 12,284

有価証券 1,103 2,702

商品及び製品 2,430 2,585

仕掛品 1,587 1,888

原材料及び貯蔵品 1,597 1,290

繰延税金資産 1,081 588

その他 565 756

貸倒引当金 △99 △104

流動資産合計 25,632 27,438

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,955 10,238

機械装置及び運搬具（純額） 6,050 7,776

土地 8,689 8,352

建設仮勘定 164 164

その他（純額） 873 1,151

有形固定資産合計 25,734 27,683

無形固定資産   

のれん 162 217

その他 80 48

無形固定資産合計 243 265

投資その他の資産   

投資有価証券 5,143 4,164

長期貸付金 － 220

不動産信託受益権 1,566 1,579

長期預金 700 500

前払年金費用 2,370 2,548

繰延税金資産 10 11

その他 682 1,891

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 10,460 10,903

固定資産合計 36,438 38,852

資産合計 62,070 66,290
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,978 2,238

短期借入金 250 250

1年内償還予定の社債 － 300

未払法人税等 14 140

繰延税金負債 － 0

賞与引当金 411 998

役員賞与引当金 － 20

その他 2,170 2,309

流動負債合計 4,824 6,257

固定負債   

長期未払金 71 104

繰延税金負債 883 859

その他 120 106

固定負債合計 1,075 1,071

負債合計 5,900 7,328

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 44,548 46,632

自己株式 △3,080 △2,324

株主資本合計 55,034 57,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 628 375

為替換算調整勘定 △196 －

評価・換算差額等合計 432 375

少数株主持分 704 712

純資産合計 56,170 58,961

負債純資産合計 62,070 66,290

日東工業㈱（6651）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

－5－



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位:百万円)

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

売上高 44,145 33,398

売上原価 31,825 26,317

売上総利益 12,319 7,080

販売費及び一般管理費 10,182 8,714

営業利益又は営業損失（△） 2,136 △1,633

営業外収益   

受取利息 42 63

受取配当金 77 102

不動産信託受益権収入 72 70

その他 163 216

営業外収益合計 355 453

営業外費用   

支払利息 8 6

売上割引 250 188

為替差損 93 2

その他 38 31

営業外費用合計 390 228

経常利益又は経常損失（△） 2,101 △1,409

特別利益   

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 － 5

国庫補助金 － 195

特別利益合計 0 200

特別損失   

固定資産除売却損 35 23

投資有価証券評価損 43 64

固定資産圧縮損 － 181

特別損失合計 78 268

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（△）

2,023 △1,477

法人税、住民税及び事業税 1,015 △369

法人税等調整額 △16 △44

法人税等合計 999 △413

少数株主利益又は少数株主損失（△） 54 △2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 969 △1,060
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位:百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31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 2,023 △1,477

減価償却費 3,264 3,033

のれん償却額 54 54

賞与引当金の増減額（△は減少） △782 △580

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △29 △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △5

前払年金費用の増減額（△は増加） △384 178

受取利息及び受取配当金 △119 △165

支払利息 8 6

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △0

有形固定資産除却損 33 23

投資有価証券評価損益（△は益） 43 64

売上債権の増減額（△は増加） 1,428 1,675

たな卸資産の増減額（△は増加） △787 208

仕入債務の増減額（△は減少） 158 △125

未払消費税等の増減額（△は減少） 135 17

その他 217 481

小計 5,265 3,368

利息及び配当金の受取額 118 162

利息の支払額 △7 △9

法人税等の支払額 △2,005 △421

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,371 3,100

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 △1,220 △2,850

定期預金の払戻による収入 1,810 2,100

有形固定資産の取得による支出 △4,467 △1,202

有形固定資産の売却による収入 1 4

投資有価証券の取得による支出 △202 △1,565

投資有価証券の売却による収入 299 599

子会社株式の取得による支出 △606 △20

その他 △5 154

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,390 △2,779

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 △300

配当金の支払額 △1,103 △334

少数株主への配当金の支払額 △11 △5

自己株式の取得による支出 △867 △755

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,001 △1,395
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(単位:百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,020 △1,055

現金及び現金同等物の期首残高 9,183 7,328

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 535

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,163 6,808
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該当事項はありません。 

  

(単位：百万円) 

 
※  当第１四半期連結会計期間より、エレット（タイランド）株式会社は重要性が増したため、連結の範囲に含め

ています。また、日東エンジニアリング株式会社は日東工業株式会社の生産技術工程を担っている会社として

連結の範囲に含めていましたが、前連結会計年度においてその大部分を日東工業株式会社に移管し、重要性が

僅少となったため、連結の範囲から除外しています。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末において利益剰余金が連結範囲の変動により691百万円減少し、当第３

四半期連結会計期間末において利益剰余金は44,548百万円となっています。 

また、平成21年11月９日開催の取締役会決議に基づき、平成21年11月10日に取得した自己株式が755百万円含ま

れています。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 6,578 6,986 46,632 △2,324 57,874

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額

 剰余金の配当 △331 △331

 四半期純損失 △1,060 △1,060

 連結範囲の変動 △691 △691

 自己株式の取得 △755 △755

 自己株式の処分 0 0 0

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額合計

0 △2,084 △755 △2,840

当第３四半期連結会計期間末残高 6,578 6,986 44,548 △3,080 55,034
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販売の状況 

 
  
  
  

  

6. その他の情報

(単位:百万円)

年度

前第３四半期 
連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日)

当第３四半期 
連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日)

比較増減
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21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 20,969 47.5 15,628 46.8 △ 5,341 △ 25.5 28,635 48.6

配

電 キャビネット 16,366 37.1 12,942 38.7 △ 3,424 △ 20.9 21,536 36.5

盤

関 遮断器・開閉器 3,527 8.0 2,433 7.3 △ 1,094 △ 31.0 4,517 7.7

連

事 パーツ・その他 3,180 7.2 2,394 7.2 △ 786 △ 24.7 4,095 6.9

業

計 44,044 99.8 33,398 100.0 △ 10,646 △ 24.2 58,785 99.7

金型関連事業 100 0.2 ― ― △ 100 ― 181 0.3

合計 44,145 100.0 33,398 100.0 △ 10,747 △ 24.3 58,966 100.0
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