
平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年2月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本電子株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6951 URL http://www.jeol.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 栗原 権右衛門

問合せ先責任者 （役職名） 取締役兼常務執行役員 経営戦略室長 （氏名） 福山 幸一 TEL 042（543）1111

四半期報告書提出予定日 平成24年2月13日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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） 

 

(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3四半期 51,493 11.4 △4,390 ― △4,954 ― △3,895 ―

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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △4,772百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △3,456百万円 （―％）

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 △49.76 ―

23年3月期第3四半期 △31.23 ―

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

24年3月期第3四半期 99,646 19,119 18.9 241.14
23年3月期 99,529 24,046 23.9 303.50

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  18,879百万円 23年3月期  23,761百万円

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  

平成24年３月期の期末配当予想につきましては、現時点では未定であります。 

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00
24年3月期 ― 2.00 ―

24年3月期（予想） ― ―

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 83,000 10.3 1,300 27.4 500 △1.0 200 280.1 2.55



(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）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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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3Q 79,365,600 株 23年3月期 79,365,600 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,074,463 株 23年3月期 1,073,680 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 78,291,674 株 23年3月期3Q 78,294,153 株
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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、東日本大震災によって寸断されたサプライチェーン

の復旧が進み、生産・輸出の回復が見られましたが、一方で急激に進行した円高が企業収益を圧迫しまし

た。海外経済は、中国を筆頭に新興国で堅調な成長が持続したものの、欧米においてはギリシャおよび南

欧諸国の財政問題や米国債の格下げ等、今後の見通しに対する多くの不安要素が見られました。 

このような状況下、当社グループは中期経営計画「CHALLENGE 5」（平成22年度～平成24年度）に掲げ

る重点戦略を強力に推進し、企業価値の向上および経営基盤の強化を図るとともに受注・売上の確保に努

めました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は51,493百万円（前年同期比11.4%増）となりました。 

損益面におきましては、営業損失は4,390百万円（前年同期は営業損失3,246百万円）、経常損失は

4,954百万円（前年同期は経常損失3,383百万円）、四半期純損失は3,895百万円（前年同期は純損失2,444

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 

電子顕微鏡への引合いは引き続き堅調で、材料・医学・生物分野における開発研究から品質管理

等の幅広い分野からの要求に応えました。特にハイエンド透過電子顕微鏡への需要は旺盛で海外市

場での高い評価が受注・売上に大きく寄与しました。 

この結果、売上高は33,083百万円（前年同期は32,089百万円）となりました。 

② 産業機器事業 

マスク描画装置4台を受注しましたが大幅値引きに伴う評価性引当金の計上により利益率が悪化し

ました。偏向銃はタッチパネル用撥油膜市場からの需要に応え堅調に推移しました。 

この結果、売上高は5,604百万円（前年同期は3,996百万円）となりました。 

③ 医用機器事業 

国内は中・大病院や検査センターからの引き合いが活発で好調を維持しました。海外はOEM供給先

であるシーメンス向けの出荷が好調な上、中国市場におけるディーラーのシスメックス分も加わ

り、受注・売上ともに昨年度同期を大きく上回りました。 

この結果、売上高は12,805百万円（前年同期は10,152百万円）となりました。 
  

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117百万円増加し99,646百万円

となりました。主なものとしては、受取手形及び売掛金が6,334百万円減少、商品及び製品が1,483百

万円、仕掛品が3,956百万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5,044百万円増加し80,526百万

円となりました。これは主に、短期借入金の増加 5,873百万円増加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19,119百万円となりました。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5.0%減少し18.9%となりました。 

  
  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年11月８日に公表しました業績予想に変更は

ございません。 

  

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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（法人税率の変更等による影響）  

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４

月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われること

となりました。また、欠損金の繰越控除制度が改正され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計

年度から繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額が控除限度額とされることとなりました。  

これらの改正に伴い、四半期純損失は664百万円増加しております。 

  

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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４．四半期連結財務諸表 
（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 7,572 8,007

受取手形及び売掛金 23,383 17,048

商品及び製品 15,462 16,946

仕掛品 17,905 21,861

原材料及び貯蔵品 3,305 2,161

その他 3,493 6,899

貸倒引当金 △226 △100

流動資産合計 70,896 72,825

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,671 6,210

機械装置及び運搬具（純額） 670 574

工具、器具及び備品（純額） 3,037 1,939

土地 1,357 1,330

リース資産（純額） 1,357 1,128

建設仮勘定 549 384

有形固定資産合計 13,644 11,568

無形固定資産 1,702 1,955

投資その他の資産   

投資有価証券 5,619 5,858

その他 7,589 7,344

貸倒引当金 △72 △5

投資その他の資産合計 13,137 13,197

固定資産合計 28,484 26,720

繰延資産 147 100

資産合計 99,529 99,646
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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 17,769 18,769

短期借入金 21,646 27,520

1年内償還予定の社債 2,241 2,841

未払法人税等 330 286

賞与引当金 760 338

その他 11,920 12,837

流動負債合計 54,669 62,592

固定負債   

社債 6,546 4,676

長期借入金 6,472 5,511

退職給付引当金 5,944 6,207

役員退職慰労引当金 317 260

資産除去債務 142 144

その他 1,389 1,135

固定負債合計 20,813 17,933

負債合計 75,482 80,526

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 13,311 9,102

自己株式 △532 △532

株主資本合計 25,865 21,656

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 369 228

繰延ヘッジ損益 △12 14

為替換算調整勘定 △2,459 △3,020

その他の包括利益累計額合計 △2,103 △2,776

少数株主持分 284 240

純資産合計 24,046 19,119

負債純資産合計 99,529 99,646
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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 46,237 51,493

売上原価 32,587 39,000

売上総利益 13,650 12,492

販売費及び一般管理費   

研究開発費 3,401 3,255

その他 13,495 13,627

販売費及び一般管理費合計 16,896 16,883

営業損失（△） △3,246 △4,390

営業外収益   

受取利息 13 20

受取配当金 83 60

受託研究収入 80 5

持分法による投資利益 99 －

貸倒引当金戻入額 － 64

為替差益 254 50

その他 101 145

営業外収益合計 633 346

営業外費用   

支払利息 448 439

売上債権売却損 134 128

持分法による投資損失 － 204

その他 188 137

営業外費用合計 771 910

経常損失（△） △3,383 △4,954

特別利益   

固定資産売却益 1,655 1

貸倒引当金戻入額 92 －

持分変動利益 － 157

その他 44 5

特別利益合計 1,793 164

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 46 23

投資有価証券評価損 109 599

早期割増退職金 1,747 －

その他 505 113

特別損失合計 2,409 736

税金等調整前四半期純損失（△） △4,000 △5,527

法人税、住民税及び事業税 274 325

法人税等調整額 △1,678 △1,754

法人税等合計 △1,403 △1,428

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,596 △4,098

少数株主損失（△） △152 △203

四半期純損失（△） △2,444 △3,895
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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損失（△） △2,596 △4,098

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △280 △140

繰延ヘッジ損益 62 27

為替換算調整勘定 △339 △430

持分法適用会社に対する持分相当額 △301 △129

その他の包括利益合計 △859 △673

四半期包括利益 △3,456 △4,772

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,304 △4,569

少数株主に係る四半期包括利益 △152 △203
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該当事項はありません。 

  

  
Ⅰ 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) 

１  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 

 
（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。 

  

Ⅱ 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) 

１  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 

 
（注)１ セグメント利益又は損失の調整額△2,354百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 

△2,354百万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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(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

(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 33,083 5,604 12,805 51,493 ─ 51,493

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 33,083 5,604 12,805 51,493 ─ 51,493

セグメント利益又は損失(△) △372 △2,877 1,213 △2,036 △2,354 △4,390

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－ 8 －

日本電子㈱ (6951) 平成24年３月期 第３四半期決算短信




