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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 5,953 0.6 50 44.5 21 306.8 △2 ―
25年3月期第1四半期 5,920 △0.5 34 △76.7 5 △94.5 △26 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 65百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △9百万円 （―％）

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 △0.07 ―
25年3月期第1四半期 △0.72 ―

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

26年3月期第1四半期 22,594 5,778 23.6 158.70
25年3月期 22,544 5,271 23.4 144.79
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  5,336百万円 25年3月期  5,271百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― ― ―

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  ：  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

第2四半期(累計) 13,500 0.1 270 5.1 100 △38.5 100 △6.9 2.75
通期 32,000 10.5 1,000 15.7 650 △15.0 400 △43.1 10.99



(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、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の条件に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により異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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」をご
覧下さい。 

※  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   ：  有
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 36,420,538 株 25年3月期 36,420,538 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 10,117 株 25年3月期 9,196 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 36,410,603 株 25年3月期1Q 36,411,342 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  8

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  8

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  8

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  8

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  10

（１）生産および受注の状況 ……………………………………………………………………………………………  10

- 1 -

長野日本無線㈱　（6878）平成26年３月期　第１四半期決算短信



（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、大規模な金融緩和をはじめとする経済政策等への期待感か

ら、円安の進行や株価の上昇、個人消費の持ち直しなど景気回復の兆しが見られました。しかし、一方では、原材

料価格の高騰、新興国経済の減速や長引く欧州債務問題などの懸念材料もあり、依然として先行き不透明な状況が

続きました。 

このような経済状況の下、当社グループは、「アライアンスの拡充に基づく事業領域の拡大」、「中国工場の生

産能力拡大を武器とした海外需要の取り込み」、「エレクトロニクス３社（当社・日本無線（株）・上田日本無線

（株））による事業構造改革」を基本戦略とし、事業の飛躍的発展に向けて各種施策を展開しております。さら

に、「環境・エネルギー」や「安心・安全」に関わる新たな市場の開拓に注力し、新事業・新分野の確立に向け

て、取り組みを進めております。 

売上高は、情報・通信機器セグメントが減少したものの、メカトロニクス機器セグメントは前年同期並みに推移

し、電源・エネルギー機器セグメントが増加したため、59億５千３百万円（前年同期比0.6%増）となりました。 

利益につきましては、中国子会社の収益改善などにより、営業利益は５千万円（前年同期比44.5%増）となりま

した。経常利益は、円安の影響等による為替差益が３千２百万円となったものの、在外子会社の為替換算方法の変

更による為替差損５百万円などにより２千１百万円（前年同期比306.8%増）、四半期純損失は２百万円（前年同期

は四半期純損失２千６百万円）となりました。 

  

セグメント別の売上高および営業損益は、以下のとおりであります。 

なお、各セグメントの営業損益は、配賦不能営業費用控除前の営業損益であります。 

  

（情報・通信機器） 

公共インフラ設備機器は増加しましたが、無線応用機器や衛星関連機器が減少しました。この結果、本セグメ

ントの売上高は25億３百万円（前年同期比7.7%減）、営業利益は４千５百万円（前年同期比62.7%減）となりま

した。 

  

（メカトロニクス機器） 

事務機用周辺機器や業務用特殊機器は増加しましたが、医用機器が減少しました。この結果、本セグメントの

売上高は16億６千４百万円（前年同期比0.1%増）、営業利益は２千５百万円（前年同期は営業損失３百万円）と

なりました。 

  

（電源・エネルギー機器） 

車載用の電子部品およびＡＣアダプタ等が増加しました。この結果、本セグメントの売上高は14億１千８百万

円（前年同期比13.0%増）、営業損失は１千４百万円（前年同期は営業損失６千３百万円）となりました。 

  

上記のセグメントに含まれない「その他」の売上高は３億６千７百万円（前年同期比26.3%増）、営業利益は

４千万円（前年同期比5.2%増）となりました。なお、配賦不能営業費用は４千６百万円であります。 

  

また、当社は平成25年８月２日の取締役会において、事業用地および建物の一部を日本無線（株）へ譲渡する

ことを決議いたしました。詳細につきましては、本日別途公表いたしました「日本無線（株）への事業用地・建

物一部譲渡のお知らせ」をご参照ください。 

  

（２）財政状態に関する説明 

総資産は前連結会計年度末に比べ、５千万円増加いたしました。 

これは、流動資産では仕掛品が14億３千５百万円および現金及び預金が４億８千５百万円増加したのに対し、受

取手形及び売掛金が19億８千万円減少したこと等によるものであります。 

負債は前連結会計年度末に比べ、４億５千５百万円減少いたしました。 

これは、流動負債では支払手形及び買掛金が６億６百万円および未払金が１億７千３百万円減少し、未払費用が

３億１千７百万円および１年内返済予定の長期借入金が１億６千３百万円増加したこと等によるものであります。

純資産は前連結会計年度末に比べ、５億６百万円増加いたしました。 

これは、少数株主持分が４億４千１百万円および為替換算調整勘定が５千５百万円増加したこと等によるもので

あります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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  （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

第２四半期連結累計期間および通期の業績につきましては、平成25年５月８日に公表いたしました業績予想に変

更はありません。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更   

（在外子会社等の収益および費用の本邦通貨への換算基準の変更） 

在外子会社の収益および費用は、従来、当該在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更しております。 

この変更は、エレクトロニクス３社の事業構造改革の進展に伴い、在外子会社の当社グループ外に対する売上

高の重要性が増加すると見込まれる状況において、親会社と会計方針を統一し、為替相場の変動による期間損益

への影響をより的確に反映させるために行ったものであります。  

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

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 705,308 1,190,746

受取手形及び売掛金 7,716,093 5,735,958

商品及び製品 622,721 634,589

仕掛品 5,438,552 6,873,996

原材料及び貯蔵品 1,817,865 1,789,988

繰延税金資産 75,034 68,624

その他 226,025 388,974

貸倒引当金 △15,614 △11,904

流動資産合計 16,585,986 16,670,974

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,382,685 1,365,453

機械装置及び運搬具（純額） 499,705 495,011

土地 3,089,468 3,089,468

リース資産（純額） 160,752 147,123

建設仮勘定 124,064 134,588

その他（純額） 175,068 166,265

有形固定資産合計 5,431,743 5,397,909

無形固定資産 156,671 148,171

投資その他の資産   

投資有価証券 202,021 220,219

繰延税金資産 25,786 22,652

その他 161,364 156,111

貸倒引当金 △19,472 △21,459

投資その他の資産合計 369,700 377,523

固定資産合計 5,958,115 5,923,605

資産合計 22,544,102 22,594,579
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,032,137 5,426,039

短期借入金 5,200,000 5,300,000

1年内返済予定の長期借入金 1,447,596 1,611,096

未払金 383,671 210,093

未払費用 301,732 618,954

未払法人税等 164,820 21,914

製品保証引当金 23,266 23,266

その他 420,572 298,955

流動負債合計 13,973,796 13,510,319

固定負債   

長期借入金 2,069,214 2,094,315

繰延税金負債 20,459 26,764

再評価に係る繰延税金負債 421,491 421,491

退職給付引当金 496,352 497,979

役員退職慰労引当金 19,452 9,568

環境対策引当金 16,964 16,964

資産除去債務 81,422 81,711

その他 173,113 157,304

固定負債合計 3,298,469 3,306,098

負債合計 17,272,265 16,816,418

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,649,580 3,649,580

利益剰余金 941,529 938,911

自己株式 △1,673 △1,795

株主資本合計 4,589,435 4,586,696

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 23,699 35,458

土地再評価差額金 769,835 769,835

為替換算調整勘定 △111,133 △55,216

その他の包括利益累計額合計 682,401 750,078

少数株主持分 － 441,387

純資産合計 5,271,837 5,778,161

負債純資産合計 22,544,102 22,594,579

- 5 -

長野日本無線㈱　（6878）平成26年３月期　第１四半期決算短信



（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：千円）

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 5,920,225 5,953,780

売上原価 5,189,507 5,101,145

売上総利益 730,718 852,634

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 67,629 73,303

給料 345,186 415,063

退職給付費用 16,103 14,355

その他 267,077 299,737

販売費及び一般管理費合計 695,997 802,461

営業利益 34,720 50,173

営業外収益   

受取利息 16 20

受取配当金 2,329 2,440

受取賃貸料 2,307 2,430

為替差益 － 26,853

助成金収入 24,540 －

貸倒引当金戻入額 4,617 3,673

その他 2,109 9,342

営業外収益合計 35,920 44,761

営業外費用   

支払利息 35,343 33,072

売上債権売却損 12,368 19,091

為替差損 14,954 －

その他 2,732 21,445

営業外費用合計 65,399 73,609

経常利益 5,241 21,324

特別利益   

持分変動利益 － 465

特別利益合計 － 465

税金等調整前四半期純利益 5,241 21,790

法人税、住民税及び事業税 18,036 14,998

法人税等調整額 13,406 9,410

法人税等合計 31,443 24,408

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △26,201 △2,618

四半期純損失（△） △26,201 △2,618
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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：千円）

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損失（△） △26,201 △2,618

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,816 11,759

為替換算調整勘定 32,645 55,917

その他の包括利益合計 16,829 67,677

四半期包括利益 △9,372 65,059

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △9,372 65,059

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。   

   

   

Ⅰ 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） 

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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、携帯電話機器の販売事業

およびソフトウェア開発や製造の請負事業等を含んでおります。 

２．調整額の内容は下記のとおりであります。  

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。   

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  
  

報告セグメント  
その他 

（注）１
合計 

調整額 
（注）２  

四半期連結
損益計算書
計上額  
（注）３

情報・通
信機器 

メカトロ
ニクス機

器  

電源・エ
ネルギー

機器 

売上高               

外部顧客に対する売上高  2,710,940  1,663,208  1,255,253  290,822  5,920,225  －  5,920,225

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  671  －  990,515  991,186  △991,186  －

計  2,710,940  1,663,880  1,255,253  1,281,337  6,911,412  △991,186  5,920,225

セグメント利益又は損失

（△）  
 122,245  △3,463  △63,131  38,266  93,917  △59,197  34,720

セグメント利益 （単位：千円） 

  金額   

全社費用 

セグメント間取引消去 

その他  

 

 

 

△96,635

25,447

11,991

  

  

   

合計  △59,197  
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Ⅱ 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） 

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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、携帯電話機器の販売事業

およびソフトウェア開発や製造の請負事業等を含んでおります。 

２．調整額の内容は下記のとおりであります。  

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。     

  （単位：千円）

  
  

報告セグメント  
その他 

（注）１
合計 

調整額 
（注）２  

四半期連結
損益計算書
計上額  
（注）３

情報・通
信機器 

メカトロ
ニクス機

器  

電源・エ
ネルギー

機器 

売上高               

外部顧客に対する売上高  2,503,088  1,664,999  1,418,244  367,448  5,953,780  －  5,953,780

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  633  －  989,130  989,763  △989,763  －

計  2,503,088  1,665,632  1,418,244  1,356,578  6,943,543  △989,763  5,953,780

セグメント利益又は損失

（△）  
 45,552  25,369  △14,977  40,261  96,205  △46,032  50,173

セグメント利益 （単位：千円） 

  金額   

全社費用 

セグメント間取引消去 

その他  

 

 

 

△44,646

44,657

△46,043

  

  

   

合計  △46,032  
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① 生産実績 

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   ２．金額は販売価格によっております。 

   ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 受注実績 

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。   

  

４．補足情報

（１）生産および受注の状況

セグメントの名称 
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）  

前年同期比（％） 

情報・通信機器（千円）  2,494,039  91.8

メカトロニクス機器（千円）  1,626,236  96.0

電源・エネルギー機器（千円）  1,467,046  112.2

その他（千円）  87,120  141.0

合計  5,674,443  98.2

セグメントの名称 
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）  

前年同期比（％） 

情報・通信機器（千円）  4,024,286  118.0

メカトロニクス機器（千円）  1,821,980  106.2

電源・エネルギー機器（千円）  1,666,598  113.7

その他（千円）  367,448  126.3

合計  7,880,314  114.5
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