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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 44,756 26.2 3,835 △6.6 3,770 △6.8 2,456 5.5
25年3月期第2四半期 35,471 38.0 4,106 284.3 4,043 299.3 2,327 351.9

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 3,356百万円 （44.5％） 25年3月期第2四半期 2,323百万円 （478.9％）

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2四半期 61.27 61.03
25年3月期第2四半期 58.82 58.48

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 83,128 67,012 79.6
25年3月期 83,762 64,535 76.0
（参考） 自己資本 26年3月期第2四半期 66,133百万円 25年3月期 63,682百万円

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 ― 15.00 ― 24.00 39.00
26年3月期 ― 22.00
26年3月期（予想） ― 22.00 44.00

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、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 95,000 23.0 10,000 19.1 10,200 14.2 5,800 13.1 145.03



(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

(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

四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※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「（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2Q 43,000,000 株 25年3月期 43,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 2,813,717 株 25年3月期 3,006,698 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 40,102,508 株 25年3月期2Q 39,580,005 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融緩和策を背景に輸出

企業を中心とした企業収益の改善が見られたほか、個人消費も持ち直すなど総じて景気は緩やかな回復

局面にありました。一方、消費税増税や円安・原油高による原材料価格高騰懸念、新興国の経済情勢

等、依然として景気の下振れリスクは多く存在し、先行きの不透明感は払拭されていません。 

 当業界におきましては、機械受注等に一部弱い動きはあったものの非製造業を中心に設備投資の持ち

直しが見られ、新設住宅着工戸数や民間非居住建築物棟数も順調に回復を続けており、総じて堅調に推

移いたしました。 

 このような情勢下にあって当社グループは、引き続き好調な太陽光発電システム関連製品の拡販や情

報通信市場の深耕等に尽力してまいりました。また、前第４四半期連結会計期間よりサンテレホン株式

会社および南海電設株式会社を子会社化したため、売上高は44,756百万円と前年同四半期比26.2％の増

収となりましたが、キャビネットの大型案件の剥落等による配電盤関連製造事業の減収が響き、営業利

益は3,835百万円と同6.6％の減益、経常利益は3,770百万円と同6.8％の減益となりました。四半期純利

益につきましては、当第１四半期連結会計期間に吸収合併いたしました子会社の抱合せ株式消滅差益等

により2,456百万円と同5.5％の増益となりました。 

  

当第２四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634百万円減少し、83,128百万円

となりました。この要因は、受取手形及び売掛金等の流動資産が274百万円減少したことや、日東工業

（中国）有限公司の新規連結等により、建物及び構築物が352百万円、機械装置及び運搬具が1,084百万

円増加し、同社に対する関係会社長期貸付金が908百万円、関係会社出資金が1,250百万円それぞれ連結

消去によって減少したこと等により、固定資産が359百万円減少したことによるものです。また、負債

においても主に支払手形及び買掛金や未払法人税等の減少により3,110百万円減少し、16,116百万円と

なりました。  

純資産は、剰余金の配当959百万円による減少がある一方、当四半期純利益2,456百万円やその他の包

括利益878百万円の計上により、合計では2,476百万円増加し、67,012百万円となりました。 

  

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26年３月期）の業績見通しにつきましては、売上高95,000百万円、営業利益 

10,000百万円、経常利益10,200百万円、当期純利益5,800百万円を見込んでおり、平成25年５月15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）経営成績に関する説明

（２）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
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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。  

  

  

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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,759 7,636 

受取手形及び売掛金 23,324 20,198 

有価証券 404 3,702 

商品及び製品 3,767 4,932 

仕掛品 2,024 2,203 

原材料及び貯蔵品 2,661 2,802 

繰延税金資産 1,169 1,220 

その他 764 882 

貸倒引当金 △135 △112 

流動資産合計 43,741 43,466 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,047 10,399 

機械装置及び運搬具（純額） 3,274 4,358 

土地 9,897 9,941 

建設仮勘定 262 318 

リース資産（純額） 117 97 

その他（純額） 740 877 

有形固定資産合計 24,338 25,993 

無形固定資産   

のれん 3,911 3,659 

その他 117 319 

無形固定資産合計 4,029 3,978 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,183 4,499 

関係会社長期貸付金 908 － 

不動産信託受益権 1,488 1,486 

長期預金 700 700 

前払年金費用 1,627 1,543 

繰延税金資産 993 991 

その他 1,985 697 

貸倒引当金 △234 △228 

投資その他の資産合計 11,652 9,689 

固定資産合計 40,020 39,661 

資産合計 83,762 83,128 
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,136 8,096 

短期借入金 100 － 

未払法人税等 2,483 1,417 

リース債務 38 38 

賞与引当金 1,833 1,936 

役員賞与引当金 67 44 

繰延税金負債 0 0 

その他 4,046 2,974 

流動負債合計 17,705 14,509 

固定負債   

退職給付引当金 428 434 

長期未払金 69 69 

リース債務 80 60 

資産除去債務 77 77 

環境対策引当金 37 37 

繰延税金負債 661 756 

その他 166 169 

固定負債合計 1,521 1,606 

負債合計 19,227 16,116 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,578 6,578 

資本剰余金 7,100 7,148 

利益剰余金 52,160 53,514 

自己株式 △2,690 △2,517 

株主資本合計 63,149 64,723 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 845 1,062 

為替換算調整勘定 △313 347 

その他の包括利益累計額合計 532 1,410 

新株予約権 105 62 

少数株主持分 748 816 

純資産合計 64,535 67,012 

負債純資産合計 83,762 83,128 
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 35,471 44,756 

売上原価 24,805 32,503 

売上総利益 10,665 12,253 

販売費及び一般管理費 6,559 8,418 

営業利益 4,106 3,835 

営業外収益   

受取利息 40 21 

受取配当金 31 33 

不動産信託受益権収入 51 48 

その他 111 105 

営業外収益合計 235 209 

営業外費用   

支払利息 3 1 

売上割引 169 215 

為替差損 105 31 

その他 19 26 

営業外費用合計 297 274 

経常利益 4,043 3,770 

特別利益   

固定資産売却益 4 21 

投資有価証券売却益 － 0 

受取保険金 26 － 

抱合せ株式消滅差益 － 106 

新株予約権戻入益 － 0 

特別利益合計 30 129 

特別損失   

固定資産除売却損 24 39 

投資有価証券評価損 0 － 

関係会社株式売却損 13 － 

災害による損失 5 － 

特別損失合計 43 39 

税金等調整前四半期純利益 4,030 3,860 

法人税、住民税及び事業税 1,718 1,406 

法人税等調整額 △34 △24 

法人税等合計 1,684 1,382 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,346 2,478 

少数株主利益 18 21 

四半期純利益 2,327 2,456 
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,346 2,478 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △126 217 

為替換算調整勘定 102 660 

その他の包括利益合計 △23 878 

四半期包括利益 2,323 3,356 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,304 3,334 

少数株主に係る四半期包括利益 18 21 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 4,030 3,860 

減価償却費 1,086 1,301 

のれん償却額 － 252 

賞与引当金の増減額（△は減少） 114 101 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 △23 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 △29 

前払年金費用の増減額（△は増加） 121 84 

受取利息及び受取配当金 △72 △55 

支払利息 3 1 

有形固定資産売却損益（△は益） △1 △20 

有形固定資産除却損 21 38 

投資有価証券売却損益（△は益） － △0 

投資有価証券評価損益（△は益） 0 － 

売上債権の増減額（△は増加） △4,049 3,232 

たな卸資産の増減額（△は増加） 63 △1,036 

仕入債務の増減額（△は減少） △735 △1,321 

未払消費税等の増減額（△は減少） 118 △87 

関係会社株式売却損益（△は益） 13 － 

災害損失 15 － 

抱合せ株式消滅差損益（△は益） － △106 

その他 205 △714 

小計 905 5,475 

利息及び配当金の受取額 78 57 

利息の支払額 △3 △1 

法人税等の支払額 △1,553 △2,285 

営業活動によるキャッシュ・フロー △572 3,246 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △100 △100 

定期預金の払戻による収入 100 140 

有形固定資産の取得による支出 △1,645 △2,064 

有形固定資産の売却による収入 27 49 

投資有価証券の取得による支出 △701 △2 

投資有価証券の売却による収入 3,498 200 

貸付けによる支出 △754 － 

関係会社株式の売却による収入 8 － 

その他 △6 △40 

投資活動によるキャッシュ・フロー 426 △1,817 
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △100 

配当金の支払額 △394 △958 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

ストックオプションの行使による収入 235 177 

少数株主への配当金の支払額 △8 － 

その他 △17 △19 

財務活動によるキャッシュ・フロー △185 △901 

現金及び現金同等物に係る換算差額 38 46 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △293 574 

現金及び現金同等物の期首残高 9,264 9,833 

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 120 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 680 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,971 11,208 
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該当事項はありません。  

  

  

      (単位：百万円) 

 
 （注１）当社の子会社である日東工業（中国）有限公司は、配電盤関連製造事業の一部を担う子会社として、工場

の新設等により当社グループにおける重要性が高まったため、当連結会計年度より連結の範囲に含めてい

ます。 

（（注２）当社の子会社である株式会社新愛知電機製作所は、当連結会計年度より決算日を12月31日から３月31日に

変更しています。   

（（注３）ストックオプションの権利行使による自己株式173百万円（193,500株）の譲渡です。   

  

  

（４）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）

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 7,100 52,160 △2,690 63,149

当第２四半期連結累計期間の変動額

 剰余金の配当 △959 △959

 四半期純利益 2,456 2,456

 連結範囲の変動（注１） △207 △207

 連結子会社の決算期変更（注２） 63 63

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分（注３） 47 173 220

当第２四半期連結累計期間の変動額合計 47 1,353 172 1,573

当第２四半期連結会計期間末残高 6,578 7,148 53,514 △2,517 64,723
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（単位：百万円） 

 
（注１）前連結会計年度よりセグメントを「配電盤関連事業」から「配電盤関連製造事業」「情報通信関

連流通事業」「工事・サービス事業」の３セグメントに変更しています。 

（注２）「情報通信関連流通事業」「工事・サービス事業」セグメントについて、前第４四半期連結会計

期間より事業を行っている為、前第２四半期連結累計期間の販売の状況について記載していませ

ん。また、前連結会計年度については平成25年１月１日から３月31日の３ヶ月間の業績を記載し

ています。 

  

  

  

４．補足情報

  販売の状況

年   度

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

前連結会計年度

(自 平成24年4月１日 (自 平成25年4月１日
比  較  増  減

(自 平成24年4月１日
 至 平成24年9月30日） 至 平成25年9月30日）  至 平成25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(%)

配電盤関連製造事業

（配電盤） 13,739 38.7 18,692 41.7 4,953 36.1 32,631 42.2

（キャビネット） 17,516 49.4 10,025 22.4 △7,490 △42.8 29,494 38.2

 （遮断器・開閉器） 2,013 5.7 2,582 5.8 568 28.2 4,014 5.2

（パーツ・その他） 2,201 6.2 2,237 5.0 35 1.6 4,636 6.0

小        計 35,471 100.0 33,538 74.9 △1,933 △5.4 70,777 91.6

情報通信関連流通事業 ― ― 10,187 22.8 10,187 ― 5,759 7.5

工事・サービス事業 ― ― 1,031 2.3 1,031 ― 688 0.9

合        計 35,471 100.0 44,756 100.0 9,285 26.2 77,225 100.0
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平 成 25 年 10 月 31 日

日 東 工 業 株 式 会 社

コード番 号    6 6 5 1

 1. 第２四半期累計期間の業績推移

(単位:百万円)

平成26年3月期 平成25年3月期 平成24年3月期 平成23年3月期 平成22年3月期

(実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%)

売 上 高 44,756 26.2 35,471 38.0 25,708 3.9 24,737 13.9 21,726 △ 24.8

営 業 利 益 3,835 △ 6.6 4,106 284.3 1,068 439.1 198 － △ 1,370 －

経 常 利 益 3,770 △ 6.8 4,043 299.3 1,012 204.8 332 － △ 1,236 －

四 半 期 純 利 益 2,456 5.5 2,327 351.9 515 674.8 66 － △ 905 －

 2. 通期の業績予想と実績推移

(単位:百万円)

平成26年3月期 平成25年3月期 平成24年3月期 平成23年3月期 平成22年3月期

(予 想) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%)

売 上 高 95,000 23.0 77,225 29.5 59,634 3.8 57,468 23.7 46,444 △ 21.2

営 業 利 益 10,000 19.1 8,395 92.0 4,372 35.9 3,216 － △ 1,561 －

経 常 利 益 10,200 14.2 8,931 99.2 4,483 31.6 3,406 － △ 1,281 －

当 期 純 利 益 5,800 13.1 5,129 127.3 2,256 18.7 1,900 － △ 986 －

 3. 販売の状況（連結）

(単位:百万円)

第２四半期（実績） 通期（予測）

部   門   別 売上高 構成比(%) 増減率(%) 売上高 構成比(%) 増減率(%)

配電盤関連製造事業

 配    電    盤 18,692 41.7 36.1 36,800 38.7 12.8

キ ャ ビ ネ ッ ト 10,025 22.4 △ 42.8 24,800 26.1 △ 15.9

遮断器・開閉器 2,582 5.8 28.2 5,400 5.7 34.5

パーツ ・ その他 2,237 5.0 1.6 5,700 6.0 22.9

小  　　　  計 33,538 74.9 △ 5.4 72,700 76.5 2.7

情報通信関連流通事業 10,187 22.8 - 19,600 20.7 240.3

工事・サービス事業 1,031 2.3 - 2,700 2.8 292.4

合    計 44,756 100.0 26.2 95,000 100.0 23.0

 4. 設備投資額及び減価償却費推移

(単位:百万円)

設 備 投 資 額 1,662 3,750 3,975

減 価 償 却 費 1,281 2,680 2,373

平成26年3月期  第２四半期決算発表参考資料

損 益 計 算 書

損 益 計 算 書

平成26年3月期 平成25年3月期

第２四半期（実績）    通 期（予想）       通 期（実績）




