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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 9,745 43.3 294 ─ 274 ─ 196 ─

22年３月期第１四半期 6,800 △32.9 △147 ─ △77 ─ △90 ─

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 22 09 ─

22年３月期第１四半期 △10 19 ─

 (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 21,329 8,578 39.5 947 67

22年３月期 21,528 8,468 38.6 936 02

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 8,422百万円 22年３月期 8,318百万円

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 ─ 0 00 ─ 15. 00 15. 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 0 00 ─ 15. 00 15. 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) 18,000 17.0 500 365.9 500 247.9 450 325.2 50. 63

通期 39,000 13.8 1,200 51.8 1,200 44.5 1,000 70.9 112. 52



 
(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。 

 
(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となります。 

 
(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。 

 
  

  

・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ますが、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お

ります。 

  

・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）P.３ 「連結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.４ 「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

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 9,127,338株 22年３月期 9,127,338株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 239,967株 22年３月期 239,898株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,887,406株 22年３月期１Ｑ 8,887,535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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策の効果や新興国における経済成長に

支えられて回復基調にあり企業収益も改善傾向にあるものの、為替の円高基調に対する警戒感や依然とし

て続く厳しい雇用情勢並びに個人消費の低迷により、本格的な景気の回復には至らず、海外経済や輸出動

向に依存する状況が続いております。 

このような環境のもと、当社グループは回復基調にある自動車分野、エレクトロニクス分野に対し、特

に好調なタイ、ベトナム工場を中心に生産人員の増強を行い、国内においては営業活動の強化を推進して

まいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は9,745百万円（前年同期比43.3％増）、営業利益は294

百万円（前年同期は147百万円の営業損失）、経常利益は274百万円（前年同期は77百万円の経常損失）、

四半期純利益は196百万円（前年同期は90百万円の四半期純損失）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
  

自動車市場に対して商事機能とメーカー機能を有機的に活用し、高付加価値部品を軸に製造、販

売を展開しております。 

 当該事業の業績は、エコカー減税(環境対応車普及促進税制)を追い風に、高効率内燃機関用部品

及びHEV（ハイブリッド電気自動車）向け成形品の需要が回復基調にあり、堅調に推移しました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当セグメントの売上高は2,583百万円、セグメ

ント利益は118百万円となりました。 
  

電子部品、半導体、FPD（フラットパネル・ディスプレイ）、LED市場に対して、商事機能を活用

した国内外での調達、販売を展開しております。 

 当該事業の業績は、国内外の在庫調整の進捗や海外経済の改善により電子部品を中心に需要は回

復し、個人消費も各種対策の効果などから耐久消費財を中心に持ち直しました。しかしながらリチ

ウムイオン電池負極材の販売については伸び悩み、併せて半導体製造装置向け消耗部材の消費量抑

制により、業績の大幅回復には至りませんでした。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当セグメントの売上高は3,691百万円、セグメ

ント利益は22百万円となりました。 
  

OA、精密機器市場に対して、商事機能及び海外生産機能を軸に製造、販売を展開しております。

 当該事業の業績は、途上国の旺盛な個人消費に支えられ、タイ・コラート工場にて生産するデジ

タル一眼レフカメラ部品やベトナム工場で生産するプリンターユニットが好調に推移しました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当セグメントの売上高1,678百万円、セグメン

ト利益は153百万円となりました。 
  

水回り、ブラインドなどの住宅設備市場に対して、商事機能及び生産機能を軸に製造、販売を展

開しております。 

 当該事業の業績は、国内の住宅着工件数減少により売上が伸び悩むものの、海外経済の改善と共

に予てから堅調であった欧米向け給湯器用部品需要に売上が喚起される結果となりました。  

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間におけるセグメントの売上高は607百万円、セグメント

利益は19百万円となりました。 

報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＲＦＩＤ事業等を含んでおります。 

 当第１四半期連結会計期間におけるその他の売上高は1,448百万円、セグメント利益は３百万円

となりました。 

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

モビリティ事業

エレクトロニクス事業

精密機器事業

住宅設備事業

その他
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（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて287百万円減少し14,568百万円となりました。これは受取手形

及び売掛金が91百万円増加したものの、現金及び預金が403百万円減少したことなどが主な要因となって

おります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて88百万円増加し6,760百万円となりました。これは、投資有価

証券が110百万円減少したものの有形固定資産の合計が186百万円増加したことなどが主な要因となってお

ります。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて198百万円減少し21,329百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて137百万円減少し9,718百万円となりました。これは支払手形及

び買掛金が361百万円増加したものの、短期借入金が648百万円減少したことなどが主な要因となっており

ます。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて170百万円減少し3,032百万円となりました。これは長期借入金

が212百万円減少したことなどが主な要因となっております。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて308百万円減少し12,750百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて109百万円増加し8,578百万円となりました。これは為替換算

調整勘定が108百万円増加したことなどが主な要因となっております。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末より0.9ポイント増加の39.5%となりました。 

  

今後のわが国経済は、世界経済の回復や緊急経済対策効果などを背景に、景気は底打ちの兆しが見られ

るものの、自立性に乏しく、失業率も高水準に推移するなど厳しい状況が続くものと思われます。 

このような状況の中、当社グループでは市場の縮小に対応して、2015年ビジョン達成に向けた体制構築

の年と定め、マーケットを軸とした国内及び海外の包括的な戦略の展開を目的とした事業領域別マネジメ

ント体制を構築すると共に、海外ビジネス戦略の明確化、新事業領域の開拓、並びに関係会社とのシナジ

ーの発揮を進めております。併せて固定費や製造原価を中心に徹底した経費の削減を継続して行い、コス

ト競争力強化のための体制を整えております。 

なお、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想については、平成22年５月14日に公表の業績予

想に変更はありません。 

  

(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
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該当事項はありません。 

  

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定し

ております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、且つ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算において使用した将

来の業績予想やタックス・プランニングを利用しております。 

  

当第１四半期連結累計期間より、「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）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ1,004千円減少し、税金等調整前四半期純利益は

26,693千円減少しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は51,321千円であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要（連結の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特有の会計処理の概要

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：千円）

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 6,636,559 7,039,869

受取手形及び売掛金 6,646,489 6,555,228

たな卸資産 1,001,629 942,033

繰延税金資産 123,019 123,004

未収入金 95,289 120,865

その他 104,246 113,764

貸倒引当金 △38,353 △38,251

流動資産合計 14,568,880 14,856,512

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,656,664 4,499,965

減価償却累計額 △1,762,814 △1,658,210

建物及び構築物（純額） 2,893,849 2,841,755

機械装置及び運搬具 4,602,132 4,300,080

減価償却累計額 △3,756,823 △3,551,773

機械装置及び運搬具（純額） 845,309 748,307

工具、器具及び備品 629,917 604,073

減価償却累計額 △454,943 △422,343

工具、器具及び備品（純額） 174,973 181,730

土地 560,003 552,136

建設仮勘定 64,914 28,176

有形固定資産合計 4,539,050 4,352,105

無形固定資産

その他 132,809 128,859

無形固定資産合計 132,809 128,859

投資その他の資産

投資有価証券 770,725 881,017

繰延税金資産 20,767 18,234

その他 1,348,838 1,343,190

貸倒引当金 △51,860 △51,879

投資その他の資産合計 2,088,470 2,190,563

固定資産合計 6,760,330 6,671,528

資産合計 21,329,210 21,528,040

5

日邦産業株式会社(9913)平成23年３月期第１四半期決算短信



（単位：千円）

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 5,940,709 5,579,114

短期借入金 1,491,100 2,139,800

1年内返済予定の長期借入金 871,130 870,821

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 58,069 54,721

賞与引当金 111,998 188,970

その他 1,095,418 872,815

流動負債合計 9,718,426 9,856,242

固定負債

社債 440,000 440,000

長期借入金 1,590,891 1,803,105

繰延税金負債 85,184 117,880

再評価に係る繰延税金負債 5,300 5,300

退職給付引当金 589,649 641,541

環境対策引当金 10,502 10,502

負ののれん 28,405 30,282

その他 282,300 154,586

固定負債合計 3,032,233 3,203,199

負債合計 12,750,660 13,059,442

純資産の部

株主資本

資本金 3,137,754 3,137,754

資本剰余金 2,343,068 2,343,068

利益剰余金 3,648,092 3,585,048

自己株式 △155,161 △155,124

株主資本合計 8,973,753 8,910,745

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 106,358 174,464

土地再評価差額金 6,789 6,789

為替換算調整勘定 △664,622 △773,182

評価・換算差額等合計 △551,474 △591,928

新株予約権 36,441 36,441

少数株主持分 119,829 113,339

純資産合計 8,578,550 8,468,598

負債純資産合計 21,329,210 21,528,040
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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：千円）

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 6,800,636 9,745,711

売上原価 5,993,335 8,415,955

売上総利益 807,301 1,329,756

販売費及び一般管理費 955,195 1,034,857

営業利益又は営業損失（△） △147,893 294,898

営業外収益

受取利息 3,706 3,523

受取配当金 4,378 5,896

仕入割引 5,359 6,730

為替差益 72,588 －

その他 15,221 9,868

営業外収益合計 101,253 26,018

営業外費用

支払利息 25,768 35,364

為替差損 － 8,179

その他 4,596 2,513

営業外費用合計 30,364 46,058

経常利益又は経常損失（△） △77,004 274,859

特別利益

固定資産売却益 4,362 130

新株予約権戻入益 189 －

貸倒引当金戻入額 － 736

その他 60 －

特別利益合計 4,611 866

特別損失

固定資産処分損 112 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 25,689

その他 450 －

特別損失合計 562 25,689

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（△）

△72,955 250,037

法人税、住民税及び事業税 17,624 40,794

法人税等調整額 832 8,335

法人税等合計 18,457 49,129

少数株主損益調整前四半期純利益 － 200,907

少数株主利益又は少数株主損失（△） △879 4,551

四半期純利益又は四半期純損失（△） △90,532 196,355
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△72,955 250,037

減価償却費 222,708 185,632

のれん償却額 8,444 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △65,211 82

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,937 △54,506

受取利息及び受取配当金 △8,085 △9,419

支払利息 27,528 35,364

為替差損益（△は益） △6,457 9,933

有形固定資産処分損益（△は益） △4,249 △130

売上債権の増減額（△は増加） 81,563 △42,892

たな卸資産の増減額（△は増加） 227,878 △44,968

仕入債務の増減額（△は減少） 40,166 311,068

その他の流動資産の増減額（△は増加） △132,291 34,365

その他の流動負債の増減額（△は減少） 26,301 135,713

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 25,689

その他 △673 △3,705

小計 358,605 832,264

利息及び配当金の受取額 14,501 11,454

利息の支払額 △30,400 △20,329

法人税等の支払額 △33,568 △39,224

営業活動によるキャッシュ・フロー 309,136 784,165

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 △1,891 △1,290

定期預金の払戻による収入 6,251 257

有形固定資産の取得による支出 △86,381 △180,807

有形固定資産の売却による収入 708,920 7,003

無形固定資産の取得による支出 △42,750 △18,806

無形固定資産の売却による収入 4,593 －

投資有価証券の取得による支出 △599 △597

貸付けによる支出 △294 △4,200

貸付金の回収による収入 958 2,207

その他の支出 △6,498 △663

その他の収入 10,099 425

投資活動によるキャッシュ・フロー 592,406 △196,471
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（単位：千円）

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)

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） 40,000 △652,000

長期借入れによる収入 380,000 －

長期借入金の返済による支出 △225,046 △212,506

リース債務の返済による支出 △51,620 △43,513

自己株式の取得による支出 △10 △36

配当金の支払額 △66,125 △99,864

財務活動によるキャッシュ・フロー 77,197 △1,007,922

現金及び現金同等物に係る換算差額 67,898 15,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,046,639 △404,775

現金及び現金同等物の期首残高 3,733,183 6,870,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,779,822 6,465,704
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該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 
  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社グループは、マーケット別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品・サービスについて国内及び

海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、「モビリティ事業」、「エレクトロニクス事

業」、「精密機器事業」及び「住宅設備事業」の４つを報告セグメントとしております。 

 「モビリティ事業」は、自動車市場に対して、商事機能とメーカー機能を有機的に活用し、高付加価値

部品を軸に製造、販売を展開しております。「エレクトロニクス事業」は、電子部品、半導体、FPD（フ

ラットパネル・ディスプレイ）、LED市場に対して、商事機能を活用した国内外での調達、販売を展開し

ております。「精密機器事業」は、OA、精密機器市場に対して、商事機能及び海外生産機能を軸に製造、

販売を展開しております。「住宅設備事業」は、水回り、ブラインドなどの住宅設備市場に対して、商事

機能及び生産機能を軸に製造、販売を展開しております。 
  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

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) 

 
（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＲＦＩＤ事業等を含んでおりま

す。 

 ２．セグメント利益の調整額△22,083千円は、営業外取引の調整額△12,791千円、棚卸資産の調整額△6,457千

円、固定資産売却の調整額△2,947千円及び貸倒引当金の調整額114千円であります。 

 ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

（追加情報）

(単位：千円)

報告セグメント
その他 

（注１）
合計

調整額 

（注２）

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注３）モビリティ
エレクトロ 

ニクス
精密機器 住宅設備 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,504,056 3,691,168 1,498,139 607,755 8,301,119 1,444,592 9,745,711 ─ 9,745,711

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
79,083 ─ 180,311 ─ 259,395 4,325 263,720 △263,720 ─

計 2,583,139 3,691,168 1,678,450 607,755 8,560,514 1,448,917 10,009,431 △263,720 9,745,711

セグメント利益 118,650 22,033 153,481 19,787 313,952 3,029 316,982 △22,083 294,898

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

10

日邦産業株式会社(9913)平成23年３月期第１四半期決算短信




