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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31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３四半期 40,233 △2.7 2,071 20.0 2,063 10.4 1,160 23.3

23年３月期第３四半期 41,333 23.8 1,725 ― 1,869 ― 940 ―

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 894百万円(8.1％) 23年３月期第３四半期 827百万円(―％)

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３四半期 28.88 ―
23年３月期第３四半期 23.22 ―

（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３四半期 66,815 58,360 86.1

23年３月期 67,652 58,644 85.6

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 57,543百万円 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３Ｑ 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３Ｑ 4,471,590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３Ｑ 40,175,821株 23年３月期３Ｑ 40,528,901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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響によるサプライチェーンの寸

断や生産活動の停滞等からの復旧が急ピッチで進み、自粛ムードも和らぐなど国内の経済活動は緩やか

に持ち直してまいりました。しかしながら、円高の長期化や電力供給の制約、欧州の政府債務危機によ

る海外経済の減速懸念等、景気の下振れリスクも依然として残っております。 

当業界におきましては、工作機械受注が前年比で２桁成長を続けるなど明るい動きもありましたが、

設備投資全体としては弱く、住宅建設につきましても力強さに欠け、総じて緩やかな回復に留まりまし

た。 

このような状況下にあって当社グループは、優良な製品をもって社会に貢献する理念のもと、新製品

の積極的なＰＲ・拡販活動の推進、時勢の変化や市場ニーズを的確に捉えた新製品の開発・投入に尽力

いたしました。また、引き続きコスト構造改革や業務効率化など企業体質の強化に注力した結果、売上

高は40,233百万円と前年同四半期比2.7％の減収、営業利益は2,071百万円と同20.0％の増益、経常利益

は2,063百万円と同10.4％の増益、四半期純利益は1,160百万円と同23.3％の増益となりました。 

  

当第３四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836百万円減少し、66,815百万円

となりました。主な要因は、減価償却等により有形固定資産が959百万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552百万円減少し、8,455百万円となりました。主な要因は、未払法

人税等が937百万円減少したことによるものです。 

純資産は四半期純利益の計上1,160百万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724百万円や自己株式の取得919百万円などにより、合計では284百万円減少し、58,360百万円と

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、平成23年７月29日公表時から変更

ありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準）  

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。 

（タイ国での洪水被害について） 

タイ国での洪水により、当社連結子会社であるエレット（タイランド）株式会社の建物・機械設備等

の固定資産及びたな卸資産が浸水被害を受けました。 

今回の災害による損害額及び復旧費用は現時点において建物・機械等が600百万円、たな卸資産が250

百万円と見込んでいます。 

なお、当該資産は損害保険等が付保されていますが、保険金の受入額や被害の詳細については引き続

き確認作業を行っています。 

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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,316 5,443

受取手形及び売掛金 16,561 12,645

有価証券 4,191 9,008

商品及び製品 2,459 2,801

仕掛品 1,557 2,183

原材料及び貯蔵品 1,714 2,012

繰延税金資産 817 851

その他 423 425

貸倒引当金 △91 △103

流動資産合計 33,952 35,269

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,079 8,719

機械装置及び運搬具（純額） 3,896 3,138

土地 9,273 9,230

建設仮勘定 364 471

リース資産（純額） － 137

その他（純額） 675 632

有形固定資産合計 23,290 22,330

無形固定資産

のれん 72 18

その他 59 50

無形固定資産合計 131 68

投資その他の資産

投資有価証券 5,034 3,317

不動産信託受益権 1,535 1,521

長期預金 700 700

前払年金費用 2,108 1,898

繰延税金資産 93 95

その他 818 1,625

貸倒引当金 △12 △11

投資その他の資産合計 10,278 9,146

固定資産合計 33,700 31,546

資産合計 67,652 66,815
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,676 3,650

短期借入金 150 100

未払法人税等 1,251 314

リース債務 － 34

賞与引当金 1,279 688

役員賞与引当金 20 21

災害損失引当金 27 －

移転損失引当金 － 21

その他 2,488 2,579

流動負債合計 7,894 7,409

固定負債

長期未払金 65 63

リース債務 － 103

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 762 628

その他 122 127

固定負債合計 1,114 1,045

負債合計 9,008 8,455

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 47,822

自己株式 △3,080 △4,000

株主資本合計 57,483 57,387

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 627 447

為替換算調整勘定 △191 △291

その他の包括利益累計額合計 436 156

新株予約権 77 154

少数株主持分 647 661

純資産合計 58,644 58,360

負債純資産合計 67,652 66,815
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 41,333 40,233

売上原価 30,648 29,188

売上総利益 10,685 11,045

販売費及び一般管理費 8,959 8,974

営業利益 1,725 2,071

営業外収益

受取利息 78 89

受取配当金 73 46

不動産信託受益権収入 81 77

その他 219 159

営業外収益合計 453 372

営業外費用

支払利息 3 1

売上割引 195 224

為替差損 72 115

その他 37 39

営業外費用合計 309 380

経常利益 1,869 2,063

特別利益

固定資産売却益 3 45

投資有価証券売却益 － 16

特別利益合計 3 61

特別損失

固定資産除売却損 13 13

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 132 13

税金等調整前四半期純利益 1,740 2,111

法人税、住民税及び事業税 809 959

法人税等調整額 15 △22

法人税等合計 824 936

少数株主損益調整前四半期純利益 915 1,174

少数株主利益又は少数株主損失（△） △24 14

四半期純利益 940 1,160
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 915 1,174

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △108 △179

為替換算調整勘定 20 △100

その他の包括利益合計 △88 △280

四半期包括利益 827 894

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 852 880

少数株主に係る四半期包括利益 △24 14
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 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３四半期連結会計期間末において

47,822百万円となっています。 

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取得した自己株式が919百万円

含まれています。 

  

（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

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３四半期連結会計期間末までの
変動額

 剰余金の配当 △724 △724

 四半期純利益 1,160 1,160

 連結範囲の変動 388 388

 自己株式の取得 △919 △919

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額合計

823 △919 △96

当第３四半期連結会計期間末残高 6,578 6,986 47,822 △4,000 57,387
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 （単位：百万円） 

 
  

  

  

  

  

  

４．補足情報

販売の状況

年度

前第３四半期 

連結累計期間

当第３四半期 

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12月31日）

（自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31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 17,238 41.7 17,405 43.3 167 1.0 24,257 42.2

キャビネット 17,959 43.4 15,818 39.3 △2,141 △11.9 24,925 43.4

遮断器・開閉器 2,916 7.1 3,738 9.3 822 28.2 4,043 7.0

パーツ・その他 3,219 7.8 3,272 8.1 53 1.6 4,240 7.4

合計 41,333 100.0 40,233 100.0 △1,100 △2.7 57,468 100.0
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