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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 16,904 △27.1 △118 ― △112 ― △297 ―
25年3月期第1四半期 23,192 5.3 873 △6.0 900 △14.1 457 △28.6

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,107百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △510百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △2.78 ―
25年3月期第1四半期 4.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 121,233 67,071 52.7
25年3月期 118,216 66,563 53.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  63,882百万円 25年3月期  63,434百万円

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

25年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 5.00 ― 6.00 11.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

第2四半期(累計) 50,000 10.0 1,500 20.4 1,500 19.4 700 30.6 6.55
通期 110,000 6.5 8,000 13.0 8,000 11.3 4,800 43.9 44.91



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料Ｐ.２をご覧ください。 

(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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料Ｐ.２「１.当四半期決算に関する定性的情報 (３)連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 107,832,445 株 25年3月期 107,832,445 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 950,820 株 25年3月期 950,193 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 106,881,939 株 25年3月期1Q 106,883,118 株
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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説明

(２) 連結財政状態に関する説明

(３) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２. サマリー情報（注記事項）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
 ①税金費用の計算

(３) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、当第１四半期に計上した中国子会社の特別損失の
影響等を鑑み、前回公表値（平成25年5月9日公表）に対し、当期純利益を７億円に下方修正しております。
また、通期の業績予想につきましても、上記と同様の理由により、前回公表値（平成25年5月9日公表）

に対し、当期純利益を４８億円に下方修正しております。
（注）上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は

予想と異なる可能性があります。

当第１四半期（平成25年4月1日～平成25年6月30日）の売上高は、経営環境が厳しい状況にある中、グ
ループをあげて拡販に努めましたが、前年同期比27.1％減少の16,904百万円となりました。売上高の事業
セグメント別内訳は、「電力機器事業」が8,198百万円（前年同期比14.9％減）、「ビーム･真空応用事
業」が3,339百万円（前年同期比61.0％減）、「新エネルギー・環境事業」が2,328百万円（前年同期比
74.0％増）、「ライフサイクルエンジニアリング事業」が3,037百万円（前年同期比17.0％減）でありま
す。「電力機器事業」の減少は国内の一般民需の売上時期が第２四半期以降へシフトしたこと等によるもの、
「ビーム･真空応用事業」の減少はＦＰＤ製造用イオン注入装置の売上が前年は第１四半期に集中したのに対し、
今年は第２四半期に増加する見込みであること等によるもの、「新エネルギー・環境事業」の増加は太陽光発電用
パワーコンディショナの増加によるもので、第２四半期累計期間及び通期の売上高につきましては、いずれも当初
の計画通り推移する見込みであります。
経常利益は、企業体質の改革・強化を推進し、コストダウンなど当社グループをあげて収益向上に努め

ましたが、「電力機器事業」及び「ビーム･真空応用事業」の減収により、112百万円の損失となりました。
特別損益につきましては、中国の子会社である日新電機（呉江）有限公司について、平成25年3月期に

固定資産減損損失及び関係会社整理損を計上しましたが、清算手続きの進捗に伴うたな卸資産及び固定資
産の評価の見直し等により、固定資産減損損失196百万円及び関係会社整理損73百万円を追加計上しまし
た。

以上を踏まえ、法人税等の計上を行った結果、少数株主利益調整後の四半期純利益は、297百万円の損
失となりました。

なお、当社の業績は、官公庁向け及び一般民需案件ともに第４四半期に売上が集中する傾向があるため、
四半期別の業績には季節的変動があります。

資産の部は、当第１四半期末で121,233百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,017百万円増加しまし

た。これは受取手形及び売掛金の減少はありましたが、現金及び預金、及びたな卸資産の増加によるもの

です。

負債の部は、当第１四半期末で54,162百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,509百万円増加しまし

た。これは主として、前受金の増加によるものです。

純資産の部は、当第１四半期末で67,071百万円となり、前連結会計年度末に比べ507百万円増加しまし

た。これは主として、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の増加によるものです。

該当事項はありません。

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税効果会計適用後の実効税率を見積り、税引前四
半期純利益に当該見積実効税率を乗じて税金費用を計算しております。

該当事項はありません。

－2－

日新電機㈱(6641)平成26年3月期  第1四半期決算短信



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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,667 12,466

受取手形及び売掛金 44,658 34,734

たな卸資産 27,896 33,529

その他 5,847 6,773

貸倒引当金 △665 △722

流動資産合計 84,403 86,780

固定資産   

有形固定資産 23,879 23,795

無形固定資産 1,354 1,427

投資その他の資産   

その他 8,801 9,453

貸倒引当金 △223 △223

投資その他の資産合計 8,578 9,229

固定資産合計 33,812 34,453

資産合計 118,216 121,233

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,059 19,294

短期借入金 4,209 4,311

未払費用 5,853 3,638

未払法人税等 1,184 229

前受金 7,176 14,423

賞与引当金 － 1,315

その他の引当金 1,414 1,316

その他 2,304 1,951

流動負債合計 44,201 46,482

固定負債   

長期借入金 102 91

退職給付引当金 3,912 3,936

環境対策引当金 2,304 2,304

その他の引当金 282 175

その他 849 1,172

固定負債合計 7,450 7,680

負債合計 51,652 54,162
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,252 10,252

資本剰余金 6,679 6,679

利益剰余金 44,752 43,920

自己株式 △296 △296

株主資本合計 61,387 60,555

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,224 1,711

繰延ヘッジ損益 23 22

為替換算調整勘定 798 1,592

その他の包括利益累計額合計 2,046 3,326

少数株主持分 3,128 3,188

純資産合計 66,563 67,071

負債純資産合計 118,216 121,233
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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１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 23,192 16,904

売上原価 17,626 11,905

売上総利益 5,565 4,999

販売費及び一般管理費 4,692 5,118

営業利益又は営業損失（△） 873 △118

営業外収益   

受取利息 16 24

受取配当金 41 38

その他 79 40

営業外収益合計 137 103

営業外費用   

支払利息 59 49

持分法による投資損失 20 19

その他 29 27

営業外費用合計 110 96

経常利益又は経常損失（△） 900 △112

特別利益   

災害保険金収入 51 －

災害による損失戻入額 83 －

特別利益合計 134 －

特別損失   

減損損失 － 196

投資有価証券評価損 49 －

関係会社整理損 － 73

特別損失合計 49 270

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

985 △382

法人税等 461 △76

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

523 △306

少数株主利益又は少数株主損失（△） 65 △8

四半期純利益又は四半期純損失（△） 457 △297
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

523 △306

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △318 487

繰延ヘッジ損益 1 △1

為替換算調整勘定 △705 923

持分法適用会社に対する持分相当額 △11 5

その他の包括利益合計 △1,034 1,413

四半期包括利益 △510 1,107

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △466 982

少数株主に係る四半期包括利益 △44 125
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(３) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

前第１四半期連結累計期間（平成24年4月1日～平成24年6月30日）

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

(単位：百万円 未満切捨)

電力機器
事業

ﾋﾞｰﾑ･真空
応用事業

新ｴﾈﾙｷﾞｰ
・環境事業

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 9,637 8,558 1,337 3,657 23,192 － 23,192
セグメント間の内部

売上高又は振替高 63 10 0 294 369 △ 369 － 
9,700 8,569 1,338 3,952 23,561 △ 369 23,192

セグメント利益又は損失(△) 105 1,157 △ 632 326 956 △ 83 873

 (注)１. セグメント利益又は損失の調整額△83百万円には、セグメント間取引消去△8百万円、全社費用△75百万円が含まれて

　       います。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

     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利益と調整を行っています。

当第１四半期連結累計期間（平成25年4月1日～平成25年6月30日）

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

(単位：百万円 未満切捨)

電力機器
事業

ﾋﾞｰﾑ･真空
応用事業

新ｴﾈﾙｷﾞｰ
・環境事業

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 8,198 3,339 2,328 3,037 16,904 － 16,904
セグメント間の内部

売上高又は振替高 50 2 0 297 351 △ 351 － 
8,249 3,342 2,328 3,335 17,256 △ 351 16,904

セグメント利益又は損失(△) △ 352 202 △ 309 69 △ 390 271 △ 118

 (注)１. セグメント利益又は損失の調整額271百万円には、セグメント間取引消去0百万円、全社費用271百万円が含まれて

　       います。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

     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います。

計

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)２

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

計

報告セグメント
調整額
(注)１
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４. 補足情報

(１) 連結受注及び販売の状況

１．受注状況 （単位：百万円　未満切捨）

（平成24年4月～
  平成24年6月）

（平成25年4月～
  平成25年6月）

（平成24年4月～
  平成25年3月）

金　　額 構成比% 金　　額 構成比% 金 額 増減率% 金 額 構成比%

電力機器事業 10,618 46.9 10,463 44.0 △ 154 △ 1.5 41,874 39.9

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 7,120 31.5 5,753 24.2 △  1,366 △ 19.2 24,889 23.7

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 1,088 4.8 3,642 15.3 2,553 234.6 18,364 17.5

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 3,789 16.8 3,943 16.5 154 4.1 19,849 18.9

22,616 100.0 23,802 100.0 1,186 5.2 104,978 100.0

２．販売実績 （単位：百万円　未満切捨）

（平成25年4月～
  平成25年6月）

（平成24年4月～
  平成25年3月）

金　　額 構成比% 金　　額 構成比% 金 額 増減率% 金 額 構成比%

電力機器事業 9,637 41.5 8,198 48.4 △ 1,438 △ 14.9 46,178 44.7

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 8,558 36.9 3,339 19.8 △  5,219 △ 61.0 22,522 21.8

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 1,337 5.8 2,328 13.8 990 74.0 14,822 14.3

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 3,657 15.8 3,037 18.0 △ 620 △ 17.0 19,785 19.2

23,192 100.0 16,904 100.0 △ 6,287 △ 27.1 103,308 100.0

(２) 海外売上高

（単位：百万円　未満切捨）

海外売上高

　アジア

　その他

6,337 27.3 6,438 38.1 

合　　　　計

271 1.2 535 3.2 

6,608 28.5 6,974 41.3 

合　　　　計

区　　分

前年同四半期

(平成24年4月～平成24年6月)

当四半期

(平成25年4月～平成25年6月)

金額
連結売上高に
占める割合%

金額
連結売上高に
占める割合%

前年同四半期 当四半期
対前年同期比
増　　　　減

前期

区　　　　分
（平成24年4月～
  平成24年6月）

合　　　　計

前年同四半期 当四半期
対前年同期比
増　　　　減

前期

区　　　　分
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(３) 所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成24年4月1日～平成24年6月30日） (単位：百万円 未満切捨)

日本 アジア その他 計

売上高

外部顧客への売上高 19,732 3,415 44 23,192 － 23,192

セグメント間の内部

売上高又は振替高 384 624 84 1,093 △ 1,093 － 

計 20,116 4,039 129 24,285 △ 1,093 23,192

セグメント利益 943 352 17 1,313 △ 440 873

当第１四半期連結累計期間（平成25年4月1日～平成25年6月30日） (単位：百万円 未満切捨)

日本 アジア その他 計

売上高

外部顧客への売上高 12,714 4,029 161 16,904 － 16,904

セグメント間の内部

売上高又は振替高 452 563 115 1,130 △ 1,130 － 

計 13,166 4,592 276 18,035 △ 1,130 16,904

セグメント利益 91 305 80 476 △ 595 △ 118

四半期連結
損益計算書

計上額

調整額
四半期連結
損益計算書

計上額

報告セグメント

報告セグメント

調整額
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