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１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９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 ％

24年３月期第２四半期 25,708 3.9 1,068 439.1 1,012 204.8 515 674.8

23年３月期第２四半期 24,737 13.9 198 ― 332 ― 66 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 401百万円(―％) 23年３月期第２四半期 △128百万円(―％)

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

24年３月期第２四半期 12.75 ―

23年３月期第２四半期 1.64 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 66,174 58,422 87.1

23年３月期 67,652 58,644 85.6

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 57,629百万円 23年３月期 57,919百万円

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

23年３月期 ― 4.00 ― 11.00 15.00

24年３月期 ― 7.00

24年３月期(予想) ― 8.00 15.00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 57,500 0.1 3,550 10.4 3,600 5.7 2,000 5.2 49.96



  

 

 

 
  

  

  

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「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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ― 社 (社名)、     除外 ― 社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 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) 24年３月期２Ｑ 44,000,000株 23年３月期 44,000,000株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 4,140,910株 23年３月期 3,471,317株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 40,400,611株 23年３月期２Ｑ 40,528,896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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興に伴う生産の持ち直し

等、製造業を中心に回復の兆しを見せる一方、欧州の金融不安等を背景に長期化する円相場の高止まり

や原子力災害の影響など、依然として先行きの不透明な状況が続きました。  

当業界におきましては、引き続き住宅建設や工作機械受注が持ち直し傾向で推移いたしました。設備

投資につきましては、製造業を中心に緩やかに回復いたしましたが、力強さに欠け、本格的な回復には

至りませんでした。 

このような状況下にあって当社グループは、時代環境の変化や市場ニーズを的確に捉え、お客様の視

点に立った製品の開発・投入に尽力いたしました。また、コスト構造の抜本的な改革を継続推進し、全

社をあげてのコスト削減活動、業務効率化に注力するなど、企業体質の強化に努めた結果、売上高は

25,708百万円と前年同四半期比3.9％の増収、営業利益は1,068百万円と前年同四半期比439.1％の増

益、経常利益は1,012百万円と前年同四半期比204.8％の増益、四半期純利益は515百万円と前年同四半

期比674.8％の増益となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ1,478百万円減少し、66,174百万

円となりました。主な要因は、減価償却等により固定資産が1,163百万円減少したことによるもので

す。 

負債は、前連結会計年度末と比べ1,257百万円減少し、7,751百万円となりました。主な要因は、納税

資金の支払い715百万円によるものです。 

純資産は四半期純利益の計上515百万円や連結範囲の変動388百万円により増加しましたが、剰余金の

配当445百万円や自己株式の取得616百万円などにより、合計では222百万円減少し、58,422百万円とな

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24年３月期）の業績見通しにつきましては、現時点ではタイの洪水による影響

が不透明であることから、平成23年７月29日公表時から変更していません。 

１．当四半期決算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
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）

を適用しています。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,316 6,676

受取手形及び売掛金 16,561 11,930

有価証券 4,191 7,530

商品及び製品 2,459 2,746

仕掛品 1,557 1,701

原材料及び貯蔵品 1,714 1,798

繰延税金資産 817 837

その他 423 536

貸倒引当金 △91 △121

流動資産合計 33,952 33,636

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,079 8,952

機械装置及び運搬具（純額） 3,896 3,407

土地 9,273 9,250

建設仮勘定 364 173

その他（純額） 675 705

有形固定資産合計 23,290 22,489

無形固定資産

のれん 72 36

その他 59 56

無形固定資産合計 131 92

投資その他の資産

投資有価証券 5,034 4,030

不動産信託受益権 1,535 1,526

長期預金 700 700

前払年金費用 2,108 1,986

繰延税金資産 93 94

その他 818 1,629

貸倒引当金 △12 △12

投資その他の資産合計 10,278 9,955

固定資産合計 33,700 32,537

資産合計 67,652 66,174
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,676 2,816

短期借入金 150 100

未払法人税等 1,251 536

賞与引当金 1,279 1,268

役員賞与引当金 20 14

災害損失引当金 27 －

移転損失引当金 － 21

その他 2,488 1,992

流動負債合計 7,894 6,749

固定負債

長期未払金 65 63

資産除去債務 75 76

環境対策引当金 46 46

移転損失引当金 42 －

繰延税金負債 762 686

その他 122 129

固定負債合計 1,114 1,001

負債合計 9,008 7,751

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 46,998 47,456

自己株式 △3,080 △3,697

株主資本合計 57,483 57,324

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 627 504

為替換算調整勘定 △191 △198

その他の包括利益累計額合計 436 305

新株予約権 77 129

少数株主持分 647 664

純資産合計 58,644 58,422

負債純資産合計 67,652 66,174
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 24,737 25,708

売上原価 18,591 18,649

売上総利益 6,145 7,059

販売費及び一般管理費 5,947 5,990

営業利益 198 1,068

営業外収益

受取利息 52 58

受取配当金 59 30

不動産信託受益権収入 51 51

その他 166 79

営業外収益合計 329 219

営業外費用

支払利息 3 2

売上割引 125 142

為替差損 44 103

その他 22 26

営業外費用合計 195 275

経常利益 332 1,012

特別利益

固定資産売却益 0 44

投資有価証券売却益 － 16

貸倒引当金戻入額 7 －

特別利益合計 7 60

特別損失

固定資産除売却損 4 5

投資有価証券評価損 60 －

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 46 －

特別損失合計 122 5

税金等調整前四半期純利益 217 1,067

法人税、住民税及び事業税 170 544

法人税等調整額 △5 △9

法人税等合計 165 535

少数株主損益調整前四半期純利益 52 532

少数株主利益又は少数株主損失（△） △14 17

四半期純利益 66 515
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 52 532

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △176 △123

為替換算調整勘定 △4 △7

その他の包括利益合計 △180 △131

四半期包括利益 △128 401

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △114 384

少数株主に係る四半期包括利益 △14 17
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９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 217 1,067

減価償却費 1,489 1,233

のれん償却額 36 36

賞与引当金の増減額（△は減少） 103 △51

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △6

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 29

前払年金費用の増減額（△は増加） 112 121

受取利息及び受取配当金 △111 △88

支払利息 3 2

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △44

有形固定資産除却損 3 5

投資有価証券売却損益（△は益） － △16

投資有価証券評価損益（△は益） 60 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,389 4,633

たな卸資産の増減額（△は増加） △788 △524

仕入債務の増減額（△は減少） 911 199

未払消費税等の増減額（△は減少） 14 △149

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12 －

その他 △12 △301

小計 654 6,147

利息及び配当金の受取額 106 90

利息の支払額 △6 △2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 150 △1,272

営業活動によるキャッシュ・フロー 905 4,962

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 △900 △100

定期預金の払戻による収入 1,000 30

有形固定資産の取得による支出 △293 △639

有形固定資産の売却による収入 2 59

投資有価証券の取得による支出 △1,613 △2,714

投資有価証券の売却による収入 100 1,727

貸付けによる支出 △45 －

子会社出資金の取得による支出 － △876

その他 △25 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,775 △2,515

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） － △50

配当金の支払額 △162 △446

自己株式の取得による支出 △0 △616

その他 0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △162 △1,113

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,044 1,323

現金及び現金同等物の期首残高 8,318 8,489

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 －

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）

－ 466

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,588 10,279

日東工業㈱(6651)平成24年３月期第２四半期決算短信

-8-



該当事項はありません。 

  

(単位：百万円) 

 
※ 当社の子会社である日東テクノサービス株式会社は、今後注力していく自動車関連事業の一部を担う子会社と

して、同じく日東スタッフ株式会社は当社での派遣、請負が拡大したことにより、当社グループにおける重要

性が高まったため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めています。 

この結果、利益剰余金は連結範囲の変動により388百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において

47,456百万円となっています。 

また、自己株式の取得額には、平成23年７月29日開催の取締役会決議に基づき、８月１日から９月30日に取得

した自己株式が616百万円含まれています。 

  

（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

当連結会計年度期首残高 6,578 6,986 46,998 △3,080 57,483

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額

 剰余金の配当 △445 △445

 四半期純利益 515 515

 連結範囲の変動 388 388

 自己株式の取得 △616 △616

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額合計

457 △616 △159

当第２四半期連結会計期間末残高 6,578 6,986 47,456 △3,697 57,324

日東工業㈱(6651)平成24年３月期第２四半期決算短信
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 （単位：百万円） 

 
  

４．補足情報

販売の状況

年度

前第２四半期 

連結累計期間

当第２四半期 

連結累計期間 比較増減
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日）

（自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日）

（自 平成22年４月１日
至 平成23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 10,417 42.1 10,861 42.3 444 4.3 24,257 42.2

キャビネット 10,312 41.7 10,335 40.2 23 0.2 24,925 43.4

遮断器・開閉器 1,974 8.0 2,369 9.2 395 20.0 4,043 7.0

パーツ・その他 2,033 8.2 2,141 8.3 108 5.3 4,240 7.4

合計 24,737 100.0 25,708 100.0 971 3.9 57,468 100.0

日東工業㈱(6651)平成24年３月期第２四半期決算短信
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平成24年3月期  第２四半期決算発表参考資料

平 成 23 年 10 月 31 日

日 東 工 業 株 式 会 社

コード番 号    6 6 5 1

 1. 第２四半期累計期間の業績推移

(単位:百万円)

平成24年3月期 平成23年3月期 平成22年3月期 平成21年3月期 平成20年3月期

(実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%)

売 上 高 25,708 3.9 24,737 13.9 21,726 △ 24.8 28,897 △ 5.1 30,442 5.0

営 業 利 益 1,068 439.1 198 － △ 1,370 － 1,470 △ 46.4 2,743 △ 34.4

経 常 利 益 1,012 204.8 332 － △ 1,236 － 1,472 △ 46.9 2,773 △ 34.1

四 半 期 純 利 益 515 674.8 66 － △ 905 － 653 △ 57.9 1,555 △ 34.6

（注）平成21年3月期より「四半期連結財務諸表規則」に基づき四半期連結財務諸表を作成しています。

 2. 通期の業績予想と実績推移

(単位:百万円)

平成24年3月期 平成23年3月期 平成22年3月期 平成21年3月期 平成20年3月期

(予 想) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%)

売 上 高 57,500 0.1 57,468 23.7 46,444 △ 21.2 58,966 △ 7.1 63,478 3.5

営 業 利 益 3,550 10.4 3,216 － △ 1,561 － 2,831 △ 58.2 6,768 △ 25.5

経 常 利 益 3,600 5.7 3,406 － △ 1,281 － 2,827 △ 58.3 6,776 △ 25.5

当 期 純 利 益 2,000 5.2 1,900 － △ 986 － 1,066 △ 71.5 3,735 △ 27.5

 3. 配電盤関連事業・部門別売上高

(単位:百万円)

第２四半期（実績） 通期（予想）

売上高 構成比(%) 増減率(%) 売上高 構成比(%) 増減率(%)

配 電 盤 10,861 42.3 4.3 25,140 43.7 3.6

キ ャ ビ ネ ッ ト 10,335 40.2 0.2 23,150 40.3 △ 7.1

遮 断 器 ・ 開 閉 器 2,369 9.2 20.0 4,360 7.6 7.8

パ ー ツ ・ そ の 他 2,141 8.3 5.3 4,850 8.4 14.4

合 計 25,708 100.0 3.9 57,500 100.0 0.1

 4. 設備投資額及び減価償却費推移

(単位:百万円)

設 備 投 資 額
560 1,750 1,687

減 価 償 却 費 1,218 2,700 3,104

損 益 計 算 書

損 益 計 算 書

部   門   別

平成24年3月期 平成23年3月期

      通 期（実績）   通 期（予想）第２四半期（実績）


