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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） 

 

(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 ％

24年3月期第2四半期 12,666 △24.7 391 △48.2 169 △11.6 143 △32.0
23年3月期第2四半期 16,809 11.1 754 ― 192 ― 210 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 103百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △2百万円 （―％）

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 2.24 ―
23年3月期第2四半期 6.65 ―

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 20,978 4,178 19.9
23年3月期 22,507 4,074 18.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  4,178百万円 23年3月期  4,074百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 28,660 △5.1 1,050 △16.1 770 45.3 700 124.4 10.96



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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将来に関する記述には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれており、実際の業績は、今後
様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等については、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

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 63,870,025 株 23年3月期 63,870,025 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 464 株 23年3月期 464 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 63,869,561 株 23年3月期2Q 31,667,619 株
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 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、期初には東日本大震災の影響による経済活動の低

下が見られました。第２四半期に入り自動車業界を中心にサプライチェーンの立て直しが当初の見込み

より早く進んだものの、一方で中国の金融引き締め、欧州の債務危機による混乱などを背景に海外需要

の停滞が見られ、また円高の進行もあって厳しい局面を迎えつつあります。 

 半導体・電子部品業界においては、震災の影響から第１四半期では自動車業界向けの需要に弱さが見

られましたが、第２四半期ではサプライチェーンの復旧が進み、当初の予想に比べ早い時期から需要の

回復が始まりました。民生分野では震災後の節電をテーマとした需要が起こり、また産業分野では市場

の回復が鮮明となりました。当業界におきましては、今後とも環境・省エネルギー分野の需要は拡大

し、復興関連需要の増加も予想されております。 

 このような事業環境のもと当社は、中華圏を中心とした海外市場への拡販とともに、太陽光発電など

環境関連市場の一層の開拓を進め、従来にも増して自動車や産業機器向けへの販売に注力してまいりま

した。また、コスト構造のスリム化と採算を重視した営業活動に全社を挙げ取り組んでまいりました。

 当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高が前年同期比41億43百万円(24.7%)減の126億66百万

円となりました。うち、製品は前年同期比４億92百万円(5.7%)減の80億93百万円で、環境関連向けは順

調に推移し、産業機器の需要の回復が本格化しましたが、民生分野が減少し前年同期の水準を若干下回

りました。商品は大型液晶ビジネスの減少などにより、前年同期比36億50百万円(44.4%)減の45億72百

万円となりました。 

 ディスクリート事業では、環境関連ビジネスの本格的な進展により需要が拡大し、太陽光発電向けは

堅調でしたが、日系取引先への薄型テレビやPC及び周辺機器向けが減少し、東日本大震災の影響により

車載向けも減少したため、売上高は前年同期比14億20百万円(25.3%)減の41億94百万円となりました。

製品別では、高周波用整流素子のSBD（ショットキー・バリア・ダイオード）は、太陽電池モジュール

向けは堅調に推移しましたが、液晶テレビなどのデジタル家電向けやPC及び周辺機器向けが減少しまし

た。超高速整流素子のFRED（ファースト・リカバリー・エピタキシャル・ダイオード）についても液晶

テレビなどのデジタル家電向けが減少しました。 

 モジュール事業では、産業機器市場の需要の本格的な回復からパワーモジュールを中心に主力とする

汎用インバータや産業用電源、工作機、鉄道向けなどが伸長したため、売上高は前年同期比９億28百万

円(31.2%)増の38億99百万円となりました。 

 商品事業では、電機メーカー向け液晶などの売上が大きく減少しましたが、一方、開発営業を推進し

た結果、採算の良い開発商品は増加しました。 

 損益面におきましては、原価低減と固定費削減に加え、採算を重視した営業活動を積極的に行ってま

いりましたが、売上の減少から営業利益は前年同期比３億63百万円減少の３億91百万円となりました。

事業部別では、ディスクリート事業は売上の減少及び稼働率の低下による原価上昇から96百万円の営業

損失となりましたが、モジュール事業と商品事業はそれぞれ４億66百万円、20百万円の営業利益を計上

しました。経常利益は、円高の進行による為替差損を95百万円計上したため、前年同期比22百万円減少

の１億69百万円となり、四半期純利益は災害損失引当金戻入額40百万円、東日本大震災に伴う稼動損23

百万円、秋田の土地に係る減損損失９百万円などにより前年同期比67百万円減少の１億43百万円となり

ました。 

  

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
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 当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ15億29百万円減少の209億78百万

円となりました。主な内訳としては、現金及び預金が10億46百万円、前渡金が１億92百万円減少しまし

た。一方、原材料及び貯蔵品は１億45百万円増加しました。 

 負債は、前連結会計年度末と比べ16億32百万円減少の168億円となりました。主な内訳としては、短

期借入金が11億56百万円、１年内償還予定の社債が２億50百万円減少しました。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ１億３百万円増加の41億78百万円となりました。主な内訳として

は、利益剰余金が１億43百万円増加しております。 

  

  

 欧州債務危機の長期化、米国経済の停滞などから我が国の景気の持ち直しには力強さが欠けることが

予想されます。こうした中で当社は、民生市場においては中華圏での新規代理店の確保などによる営業

拡大を図り、産業市場においては今後の復興需要も含めた受注を確実に確保していくことにより、製品

売上の増加に積極的に取り組んでまいります。また、商品市場においては、受託開発ビジネスの推進に

より収益力の強化を図ってまいります。 

 通期連結業績は、売上高286億60百万円、営業利益10億50百万円、経常利益７億70百万円、当期純利

益７億円を予想しておりますが、今後の為替相場の推移及び市場動向など不透明な要素が、売上および

損益に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

  

  

  

  

  

（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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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

日本インター株式会社(6974)平成24年３月期第２四半期決算短信

-4-



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 5,753 4,707

受取手形及び売掛金 5,832 5,733

商品及び製品 2,316 2,217

仕掛品 1,855 1,876

原材料及び貯蔵品 1,412 1,557

前渡金 239 46

繰延税金資産 2 3

未収入金 237 50

その他 73 145

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 17,718 16,332

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,620 1,593

機械装置及び運搬具（純額） 686 591

土地 893 883

リース資産（純額） 463 619

建設仮勘定 214 14

その他（純額） 76 117

有形固定資産合計 3,954 3,819

無形固定資産 51 48

投資その他の資産

投資有価証券 153 141

長期前払費用 98 96

保証金 337 317

繰延税金資産 13 16

その他 206 237

貸倒引当金 △34 △34

投資その他の資産合計 774 774

固定資産合計 4,780 4,643

繰延資産 8 2

資産合計 22,507 20,978
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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 3,411 3,228

短期借入金 3,092 1,936

1年内償還予定の社債 2,750 2,500

リース債務 248 278

未払金 257 240

未払費用 145 142

未払法人税等 42 25

賞与引当金 159 160

リース資産減損勘定 247 230

災害損失引当金 162 1

その他 151 37

流動負債合計 10,668 8,780

固定負債

長期借入金 5,330 5,637

リース債務 853 907

繰延税金負債 10 17

退職給付引当金 529 564

長期リース資産減損勘定 632 514

資産除去債務 12 12

事業整理損失引当金 294 261

その他 99 104

固定負債合計 7,763 8,020

負債合計 18,432 16,800

純資産の部

株主資本

資本金 2,234 2,234

資本剰余金 1,750 1,750

利益剰余金 531 674

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,515 4,658

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15 8

為替換算調整勘定 △456 △489

その他の包括利益累計額合計 △441 △480

純資産合計 4,074 4,178

負債純資産合計 22,507 20,978
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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 16,809 12,666

売上原価 14,256 10,388

売上総利益 2,552 2,277

販売費及び一般管理費 1,798 1,886

営業利益 754 391

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 13 1

物品売却益 6 20

仕入割引 10 8

雑収入 28 16

営業外収益合計 62 49

営業外費用

支払利息 197 140

為替差損 340 95

社債発行費償却 9 6

たな卸資産廃棄損 0 －

雑支出 76 28

営業外費用合計 624 270

経常利益 192 169

特別利益

災害損失引当金戻入額 － 40

投資有価証券売却益 64 －

賞与引当金戻入額 34 －

貸倒引当金戻入額 10 －

前期損益修正益 23 －

役員退職慰労債務消滅益 19 －

固定資産売却益 2 －

特別利益合計 154 40

特別損失

固定資産除却損 8 2

減損損失 18 9

災害による損失 － 23

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 29 －

過年度たな卸資産修正損 48 －

事業再生損失 23 －

その他 1 －

特別損失合計 129 35
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(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)

税金等調整前四半期純利益 216 174

法人税等 6 31

少数株主損益調整前四半期純利益 210 143

少数株主利益 － －

四半期純利益 210 143
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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 210 143

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △188 △7

為替換算調整勘定 △24 △32

その他の包括利益合計 △213 △39

四半期包括利益 △2 103

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2 103

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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