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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 11,382 6.5 △443 ― △382 ― △282 ―

22年３月期第１四半期 10,686 △23.7 △936 ― △849 ― △567 ―

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

23年３月期第１四半期 △6.96 ―

22年３月期第１四半期 △13.70 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 63,450 56,486 87.9 1,376.47

22年３月期 62,673 56,321 88.7 1,372.19

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 55,786百万円 22年３月期 55,613百万円

2. 配当の状況

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

22年３月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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(累計) 22,900 5.4 △400 ― △350 ― △300 ― △7.40

通期 49,000 5.5 200 ― 300 ― 0 ― 0.00



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了してい

ません。 

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。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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ―社 ( ―――       )、除外 ―社 ( ―――       )

  （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

  （注）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の有無になります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

  （注）「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、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 44,000,000株 22年３月期 44,000,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,471,227株 22年３月期 3,471,098株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 40,528,868株 22年３月期１Ｑ 41,429,883株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、各国の景気対策効果や輸出の緩やかな増加により、
生産の持ち直し、企業収益の改善など、自律的回復への兆しが見えてまいりました。一方で、海外景気の
下振れ懸念やデフレの影響、失業率の高さなど、景気を下押しするリスクは依然として存在し、先行きの
不透明な状況も続いております。 
 当業界におきましては、新設住宅着工戸数は昨年同様に低調推移しておりますが、工作機械受注は回復
傾向が強まり、設備過剰感は依然として残るものの過剰感そのものは弱まってまいりました。 
 このような状況下において当社グループは、引き続き収益の確保を 優先課題とし、コスト構造の抜本
的な見直しと再構築を推し進め、一層のコスト削減活動に注力した結果、売上高は11,382百万円と前年同
四半期比6.5％の増収、営業損失は443百万円（前年同四半期は936百万円の営業損失）、経常損失は382百
万円（同849百万円の経常損失）、四半期純損失は282百万円（同567百万円の四半期純損失）となりまし
た。 

  

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ777百万円増加し、63,450百万円となりました。
この要因は、受取手形及び売掛金や棚卸資産は微減となった一方、有価証券が1,006百万円増加した等、
流動資産が1,537百万円増加したためです。なお、固定資産は設備投資が低水準であったため、減価償却
等により、761百万円減少しました。また、負債においては未払費用等の流動負債が増加し、6,963百万円
となりました。 
 純資産は、四半期純損失282百万円の計上、剰余金の配当162百万円などにより減少しましたが、当社の
100％子会社である日東エンジニアリング株式会社を平成22年６月１日を期日として吸収合併したことに
より利益剰余金が706百万円増加したため、合計では165百万円増加し、56,486百万円となりました。 

  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいていますが、実際の数値は今後の様々な要因により、予想
数値と異なる可能性があります。 
 当連結会計年度（平成23年３月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高49,000百万円、連結経常
利益300百万円、連結当期純利益０百万円を見込んでおり、平成22年５月14日公表時から変更ありませ
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。 

（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。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

(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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

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

日東工業㈱（6651）　平成23年３月期第１四半期決算短信

- 2 -



（資産除去債務に関する会計基準の適用） 
当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20
年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平
成20年３月31日）を適用しています。 
これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ０百万円、税金等調整前四半期純利益は12百万円減少
しています。 

（四半期連結損益計算書関係） 
「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表
等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣
府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」
の科目を表示しています。 

  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①会計処理基準に関する事項の変更

②表示方法の変更
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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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,130 6,865

受取手形及び売掛金 10,397 10,574

有価証券 3,909 2,903

商品及び製品 2,207 2,232

仕掛品 1,502 1,520

原材料及び貯蔵品 1,545 1,572

繰延税金資産 954 793

その他 863 520

貸倒引当金 △72 △82

流動資産合計 28,438 26,901

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,588 9,771

機械装置及び運搬具（純額） 5,064 5,435

土地 8,714 8,699

建設仮勘定 155 146

その他（純額） 748 795

有形固定資産合計 24,271 24,848

無形固定資産

のれん 126 144

その他 73 77

無形固定資産合計 200 221

投資その他の資産

投資有価証券 5,360 5,413

不動産信託受益権 1,557 1,561

長期預金 700 700

前払年金費用 2,278 2,334

繰延税金資産 25 10

その他 630 695

貸倒引当金 △12 △13

投資その他の資産合計 10,538 10,701

固定資産合計 35,011 35,772

資産合計 63,450 62,673
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,330 2,301

短期借入金 150 150

未払法人税等 51 68

賞与引当金 596 1,059

その他 3,045 1,936

流動負債合計 6,173 5,515

固定負債

長期未払金 65 71

繰延税金負債 560 644

環境対策引当金 42 －

その他 121 121

固定負債合計 789 836

負債合計 6,963 6,352

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 44,885 44,623

自己株式 △3,080 △3,080

株主資本合計 55,370 55,108

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 500 677

為替換算調整勘定 △84 △172

評価・換算差額等合計 416 504

少数株主持分 699 707

純資産合計 56,486 56,321

負債純資産合計 63,450 62,673
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 10,686 11,382

売上原価 8,645 8,824

売上総利益 2,040 2,558

販売費及び一般管理費 2,977 3,001

営業損失（△） △936 △443

営業外収益

受取利息 18 25

受取配当金 87 58

不動産信託受益権収入 24 26

その他 33 70

営業外収益合計 163 180

営業外費用

支払利息 3 2

売上割引 63 60

為替差損 － 45

その他 9 11

営業外費用合計 77 119

経常損失（△） △849 △382

特別利益

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 14 10

国庫補助金 195 －

特別利益合計 209 10

特別損失

固定資産除売却損 3 2

固定資産圧縮損 181 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11

環境対策引当金繰入額 － 42

特別損失合計 185 56

税金等調整前四半期純損失（△） △825 △428

法人税、住民税及び事業税 △272 △123

法人税等調整額 △4 △14

法人税等合計 △276 △138

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △290

少数株主利益又は少数株主損失（△） 19 △7

四半期純損失（△） △567 △282
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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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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損失（△） △825 △428

減価償却費 996 737

のれん償却額 18 18

賞与引当金の増減額（△は減少） △553 △474

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 △10

前払年金費用の増減額（△は増加） 24 56

受取利息及び受取配当金 △106 △83

支払利息 3 2

有形固定資産売却損益（△は益） － 0

有形固定資産除却損 3 1

売上債権の増減額（△は増加） 2,497 288

たな卸資産の増減額（△は増加） 245 97

仕入債務の増減額（△は減少） △339 △20

未払消費税等の増減額（△は減少） 38 59

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12

その他 1,050 892

小計 3,021 1,148

利息及び配当金の受取額 97 83

利息の支払額 △3 △6

法人税等の支払額 △148 △36

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,967 1,189

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 △1,200 △600

定期預金の払戻による収入 － 500

有形固定資産の取得による支出 △825 △157

有形固定資産の売却による収入 0 2

投資有価証券の取得による支出 △865 △611

投資有価証券の売却による収入 － 0

貸付けによる支出 － △45

その他 192 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,697 △914

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 △300 －

配当金の支払額 △167 △162

少数株主への配当金の支払額 △5 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △473 △162

現金及び現金同等物に係る換算差額 25 17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △177 130

現金及び現金同等物の期首残高 7,328 8,318

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 －

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増
加額

－ 314

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,685 8,763
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該当事項はありません。 

  

(単位：百万円) 

 
※  平成22年６月１日を期日として、当社の100％子会社である日東エンジニアリング株式会社を吸収合併しまし

た。 

この結果、当四半期連結会計期間末において利益剰余金が合併による増加により706百万円増加し、当四半期連

結会計期間末において利益剰余金は44,885百万円となっています。 

  

(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 44,623 △3,080 55,108

当第１四半期連結会計期間末までの
変動額

 剰余金の配当 △162 △162

 四半期純損失 △282 △282

 合併による増加 706 706

 自己株式の取得 △0 △0

当第１四半期連結会計期間末までの
変動額合計

262 △0 261

当第１四半期連結会計期間末残高 6,578 6,986 44,885 △3,080 55,370
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販売の状況 

 
  

4. 補足情報

(単位:百万円)

年度

前第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)

当第１四半期 
連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日)

比較増減
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
  至 平成22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 5,285 49.5 5,018 44.1 △ 267 △ 5.1 21,559 46.4

キャビネット 3,807 35.6 4,507 39.6 700 18.4 18,171 39.1

遮断器・開閉器 891 8.3 996 8.7 105 11.7 3,365 7.3

パーツ・その他 701 6.6 861 7.6 160 22.8 3,348 7.2

合計 10,686 100.0 11,382 100.0 696 6.5 46,444 100.0
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