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

23年3月期第3四半期 46,237 △8.9 △3,246 ― △3,383 ― △2,444 ―

22年3月期第3四半期 50,733 △14.0 △3,657 ― △3,920 ― △2,138 ―

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3四半期 △31.23 ―

22年3月期第3四半期 △27.31 ―

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3四半期 97,439 22,021 22.2 276.45
22年3月期 102,916 25,752 24.5 322.15

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  21,643百万円 22年3月期  25,222百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 2.50 ― 1.50 4.00
23年3月期 ― 2.00 ―

23年3月期 
（予想）

2.00 4.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 81,000 △4.4 1,700 234.9 1,000 375.6 500 81.2 6.39



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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きの対象外であります。なお、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュ
ー手続きは、この四半期決算短信の開示時点において、終了しております。 

※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。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については、
四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4 「その他」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q 79,365,600株 22年3月期  79,365,600株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,073,082株 22年3月期  1,070,236株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 78,294,153株 22年3月期3Q 78,296,491株
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当第３四半期連結累計期間における世界の経済は、中国を筆頭とする新興国が活力ある成長で他を牽引

していく構図で展開されました。米国では、景気活性化を狙った量的緩和が一定の効果を上げ、消費の緩

やかな改善が続きました。欧州は、アイルランド、ギリシャで顕在化した深刻な財政問題を内包しながら

も、ドイツを中心に緩やかな景気回復の基調を示しました。一方、わが国は長引くデフレと円高の中で足

踏み状態を続けており、景気回復の先行きは依然不透明です。 

当社グループは、このような環境の中、新中期経営計画「CHALLENGE 5」(2010年度～2012年度)の５つ

の戦略 ① 経営構造改革の推進、② 研究開発力の強化、③ ソリューションビジネスの強化、 ④ 新興国

市場の深耕、⑤ サプライチェーンの強化 を強力に推し進め、企業価値の向上ならびに受注・売上の拡大

に努めました。 

当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は46,237百万円（前年同期比 8.9%減）となりまし

た。損益面に関しては、営業損失は3,246百万円（前年同期営業損失は3,657百万円）、経常損失は3,383

百万円（前年同期経常損失は3,920百万円）、四半期純損失は2,444百万円（前年同期四半期純損失は

2,138百万円）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。  

① 理科学・計測機器事業 

国内民間需要の回復と、海外新興国の活況に支えられ、売上は順調に推移しました。大型補正予

算の恩恵が少ない今年にあっても、透過型電子顕微鏡のハイエンド機をはじめ好調な受注が続き、

安定した売上に貢献しました。第３四半期の売上高は32,089百万円となりました。 

② 産業機器事業 

ウェハプロセス設備への投資回復を受け、海外向けスポットビーム機の売上が好調でした。ま

た、偏向銃もスマートフォンの撥油膜市場やLED電極膜市場の活況を受けて好調に推移しました。第

３四半期の売上高は3,996百万円 となりました。 

③ 医用機器事業 

生化学分析装置の国内市場は引き続き活況で、中・大病院、検査センターへの売上が大きく伸長

しました。シーメンスへのOEM供給による海外売上も順調に推移しました。第３四半期の売上高は

10,152百万円 となりました。 
  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から5,477百万円減少し97,439百万

円となりました。主なものとしては、受取手形及び売掛金が11,340百万円減少、商品及び製品が

2,147百万円、仕掛品が3,495百万円増加しております。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から1,746百万円減少し75,417百万

円となりました。これは主に、短期借入金が2,398百万円増加したものの支払手形及び買掛金の減少

1,300百万円、社債の減少1,190百万円、長期借入金の減少1,054百万円によるものであります。 

また、当第３四半期会計期間末の純資産合計は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の減少

に伴い22,021百万円となりました。以上の結果、当第３四半期末の自己資本比率は前連結会計年度末

から2.3%減少し22.2%となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、6,845百

万円となり、前連結会計年度末より132百万円減少しました。 

なお、当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は274百万円(前年同期は1,912百万

円の資金の減少)となりました。これは主にたな卸資産の増加及び仕入債務の減少があったものの売

上債権の減少等により増加したものであります。 

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
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において投資活動による資金の増加は548百万円(前年同期は772百万円

の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出があったものの有形固定資

産の売却による収入がこれを上回ったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において財務活動による資金の減少は324百万円(前年同期は834百万円

の資金の増加)となりました。これは主に借入金による資金調達及び社債の償還による支出等による

ものであります。 

  

平成23年3月期の連結業績予想につきましては、平成22年5月14日に公表しました業績予想に変更はご

ざいません。 

  

(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。 

  

簡便な会計処理 

① 一般債権の貸倒見積額の算定方法 

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お

ります。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

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按分して算定す

る方法によっております。 

③ 法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

税引前純利益に重要な税務調整を加えた後の課税所得を基に未払法人税等を算出しておりま

す。 

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

一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味して利用する方法によって

おります。 
  

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」 の適

用 
第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24
号 平成20年３月31日）を適用しております。 
この変更による経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響額は軽微であります。 

② 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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）を適用しております。 
これにより、営業損失、経常損失に与える影響額は軽微であり、税金等調整前四半期純損失は

135百万円増加しております。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145百
万円であります。 

③ 「企業結合に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年
12月26日）、「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）、
「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事
業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計
基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準
に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

④ 表示方法の変更 

「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３四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」の科目で表示しております。 

  

  

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,912 7,143

受取手形及び売掛金 16,134 27,474

商品及び製品 16,932 14,784

仕掛品 20,241 16,746

原材料及び貯蔵品 3,253 2,797

その他 5,515 3,469

貸倒引当金 △219 △315

流動資産合計 68,771 72,100

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,822 7,347

機械装置及び運搬具（純額） 673 744

工具、器具及び備品（純額） 2,920 4,137

土地 1,346 1,480

リース資産（純額） 1,095 1,047

建設仮勘定 528 510

有形固定資産合計 13,385 15,268

無形固定資産 961 1,093

投資その他の資産

投資有価証券 7,047 7,249

その他 7,198 7,086

貸倒引当金 △72 △73

投資その他の資産合計 14,173 14,261

固定資産合計 28,520 30,623

繰延資産 147 192

資産合計 97,439 102,916
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,003 17,303

短期借入金 24,153 21,755

1年内償還予定の社債 2,581 2,581

未払法人税等 315 246

賞与引当金 261 546

その他 11,576 11,637

流動負債合計 54,891 54,070

固定負債

社債 6,797 7,987

長期借入金 6,292 7,346

退職給付引当金 5,920 6,117

役員退職慰労引当金 314 432

資産除去債務 136 －

その他 1,065 1,209

固定負債合計 20,526 23,093

負債合計 75,417 77,164

純資産の部

株主資本

資本金 6,740 6,740

資本剰余金 6,346 6,346

利益剰余金 10,813 13,532

自己株式 △532 △531

株主資本合計 23,368 26,087

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 918 1,199

繰延ヘッジ損益 38 △23

為替換算調整勘定 △2,681 △2,040

評価・換算差額等合計 △1,724 △864

少数株主持分 377 529

純資産合計 22,021 25,752

負債純資産合計 97,439 102,916
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(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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 50,733 46,237

売上原価 36,112 32,587

売上総利益 14,621 13,650

販売費及び一般管理費 14,742 13,495

開発研究費 3,536 3,401

営業損失（△） △3,657 △3,246

営業外収益

受取利息 25 13

受取配当金 100 83

受託研究収入 225 80

持分法による投資利益 － 99

為替差益 － 254

その他 252 101

営業外収益合計 603 633

営業外費用

支払利息 458 448

売上債権売却損 134 134

持分法による投資損失 6 －

為替差損 69 －

その他 197 188

営業外費用合計 866 771

経常損失（△） △3,920 △3,383

特別利益

固定資産売却益 3 1,655

投資有価証券売却益 249 －

貸倒引当金戻入額 8 92

保険解約返戻金 125 －

持分変動利益 327 －

過年度損益修正益 45 －

その他 5 44

特別利益合計 765 1,793

特別損失

固定資産売却損 2 0

固定資産除却損 182 46

投資有価証券評価損 222 109

早期割増退職金 － 1,747

製品補償費用 183 －

その他 14 505

特別損失合計 607 2,409

税金等調整前四半期純損失（△） △3,762 △4,000

法人税、住民税及び事業税 520 274

法人税等調整額 △2,068 △1,678

法人税等合計 △1,547 △1,403

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,596

少数株主損失（△） △76 △152

四半期純損失（△） △2,138 △2,444
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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損失（△） △3,762 △4,000

減価償却費 2,463 2,330

賞与引当金の増減額（△は減少） △447 △275

退職給付引当金の増減額（△は減少） 266 △182

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △413 △117

固定資産除売却損益（△は益） 181 △1,608

投資有価証券売却損益（△は益） △249 －

投資有価証券評価損益（△は益） 223 109

保険解約損益（△は益） △125 －

持分変動損益（△は益） △327 －

早期割増退職金 － 1,747

製品補償費用 183 －

受取利息及び受取配当金 △125 △97

支払利息 458 448

売上債権売却損 134 134

売上債権の増減額（△は増加） 4,655 10,482

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,845 △6,642

仕入債務の増減額（△は減少） △712 △413

その他 △425 655

小計 △868 2,570

利息及び配当金の受取額 131 110

利息の支払額 △430 △416

売上債権売却損の支払額 △134 △134

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △610 △108

早期割増退職金の支払額 － △1,747

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,912 274

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △10 △1

投資有価証券の売却による収入 435 －

有形固定資産の取得による支出 △1,189 △826

有形固定資産の売却による収入 － 1,768

保険積立金の解約による収入 382 －

その他 △390 △391

投資活動によるキャッシュ・フロー △772 548

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） 207 699

長期借入れによる収入 4,300 2,500

長期借入金の返済による支出 △2,735 △1,849

社債の発行による収入 3,903 －

社債の償還による支出 △840 △1,190

転換社債の償還による支出 △4,588 －

少数株主からの払込みによる収入 972 －

配当金の支払額 △304 △270

その他 △81 △213

財務活動によるキャッシュ・フロー 834 △324

現金及び現金同等物に係る換算差額 △101 △418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,951 79

現金及び現金同等物の期首残高 9,037 6,978

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △212

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,085 6,845
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該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、製品の販売市場別に区分しております。 

２ 各区分に属する主要製品名 

 
  

 
(注) １ 地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。 

(1) 北米・中南米 ・・・・ 米国、カナダ、メキシコ 

(2) その他の地域 ・・・・ 欧州、東南アジア、オーストラリア 

  

 
(注) １ 地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。 

(1) 北米・中南米 ・・・・ 米国、カナダ、メキシコ 

(2) その他の地域 ・・・・ 欧州、アジア、オーストラリア 

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あります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第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)

理科学機器 
(百万円)

産業機器
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

20,987 29,746 50,733 ― 50,733

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (  ―) ―

計 20,987 29,746 50,733 (  ―) 50,733

営業利益又は営業損失(△) △256 △917 △1,173 ( 2,483) △3,657

事業区分 主要製品名

理科学機器 透過電子顕微鏡等の電子光学機器、核磁気共鳴装置、質量分析計等の分析機器他

産業機器
走査電子顕微鏡等の計測検査機器、電子ビーム描画装置、高周波電源、自動分析装置
他

【所在地別セグメント情報】

前第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)

日本 
(百万円)

北米
中南米  
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

34,843 6,423 9,466 50,733 ― 50,733

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

6,166 101 92 6,360 （6,360) ―

計 41,010 6,525 9,558 57,094 (6,360) 50,733

営業利益又は営業損失(△) △2,218 148 399 △1,669 (1,987) △3,657

【海外売上高】

前第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)

北米・中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,205 14,547 26,753

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 50,733

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.0 28.7 52.7

－ 9 －

日本電子㈱ (6951) 平成23年３月期 第３四半期決算短信



  

(追加情報) 

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。 

報告セグメントは、当社製品が使用される用途による分類に基づく「理科学・計測機器事業」「産業機

器事業」「医用機器事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「理科学・計測機器事業」は、電子顕微鏡、核磁気共鳴装置、質量分析計等の製造販売を行っておりま

す。「産業機器事業」は、電子ビーム描画装置、高周波電源等の製造販売を行っております。「医用機器

事業」は、自動分析装置等の製造販売を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
（注)１ セグメント利益又は損失の調整額△2,203百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,203

百万円が含まれております。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額
(注)２

理科学・計測
機器事業

産業機器事業 医用機器事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 32,089 3,996 10,152 46,237 ─ 46,237

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 32,089 3,996 10,152 46,237 ─ 46,237

セグメント利益又は損失(△) △629 △1,473 1,059 △1,042 △2,203 △3,246

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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