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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）

（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 73,093 20.9 6,051 53.6 5,543 52.3 3,875 53.2
25年３月期第２四半期 60,444 10.1 3,941 40.0 3,640 59.3 2,529 79.5

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 4,955百万円( 191.8％) 25年３月期第２四半期 1,698百万円( 628.7％)

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 42.76 42.72
25年３月期第２四半期 27.92 27.91

（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 ％

26年３月期第２四半期 135,988 73,743 54.2
25年３月期 121,670 68,104 55.9

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 73,692百万円 25年３月期 68,023百万円

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

25年３月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

26年３月期 ― 8.00

26年３月期(予想) ― 7.00 15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

  26年３月期第２四半期末配当金の内訳  普通配当 5円00銭  記念配当 3円00銭

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）

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 155,000 19.6 12,500 45.3 11,500 48.6 8,000 58.0 88.27
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

    

  

  

    

  

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 詳細は、添付資料Ｐ３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」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

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 ： 有

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) 26年３月期２Ｑ 92,302,608株 25年３月期 92,302,608株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,655,734株 25年３月期 1,709,754株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 90,623,531株 25年３月期２Ｑ 90,591,471株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
 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、この四半期決算短信の開示時点において実施中であ
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等については、四半期決算短信（添付資料）Ｐ２
「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。
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当第２四半期の世界経済は、米国における住宅需要の増加など一部で明るい兆しがあるものの、ユー

ロ圏における景気後退の長期化や、新興国経済における輸出減や設備投資の伸び悩みに加え、米国債務

上限引上げ問題による景気の下振れ懸念などから成長が鈍化しました。わが国経済においても、株価の

回復や円高の是正により民間需要に回復の兆しが見え始めたものの、世界経済の回復遅れの影響から、

景気の回復は引続き緩やかなものとなりました。 

当社グループの関連するエレクトロニクス市場は、スマートフォンやタブレットＰＣなどの成長機器

や自動車関連需要が引続き堅調に推移しましたが、ノートＰＣ、薄型テレビ関連の需要低迷や設備投資

関連分野で新興国需要の低迷が続き、市場全体としては総じて厳しい状況で推移しました。 

このような状況のもと当社グループは、主力のコネクタ事業において、成長市場・機器を中心に積極

的なグローバルマーケティングと新製品開発活動の展開による受注・売上の拡大を図るとともに、内製

化の取組み強化によるコストダウン、設備効率化及び諸費用抑制など経営全般にわたる効率化を推進し

業績向上に努めました。その結果、当第２四半期の連結売上高は、730億93百万円（前年同期比

121％）、利益面においては、営業利益60億51百万円（前年同期比154％）、経常利益55億43百万円（前

年同期比152％）、四半期純利益38億75百万円（前年同期比153％）と増収・増益とすることができまし

た。  

  

当第２四半期末の総資産は、現金及び預金の増加、売上増加による売上債権の増加及び国内外のコネ

クタ主力生産拠点における工場増設等による有形固定資産の増加により前期末に比べ143億18百万円増

加の1,359億88百万円となりました。  

負債は、主として借入金の増加により、前期末に比べ86億79百万円増加の622億45百万円となりまし

た。  

純資産は、期末配当金の支払による減少があったものの、新規連結に伴う利益剰余金の増加、四半期

純利益の計上により、前期末に比べ56億38百万円増加の737億43百万円となり、自己資本比率は54.2％

となりました。  

  

通期の連結業績予想につきましては、平成25年４月24日に公表いたしました予想値を修正しておりま

す。詳細につきましては、本日（平成25年11月６日）公表の「平成２６年３月期 第２四半期連結累計

期間の予想値と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

また、上記業績予想の修正を踏まえ、配当予想の修正も同時に行っております。詳細につきまして

は、本日（平成25年11月６日）公表の「剰余金の配当（中間配当）及び期末配当予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。 

  

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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第１四半期連結会計期間より、前連結会計年度まで非連結子会社でありましたJAE Europe,Ltd.及び

JAE Singapore Pte Ltd.を連結の範囲に含めております。  

なお、この連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動はありません。  

  

（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によっております。  

ただし、当該見積実効税率により計算した税金費用が著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定

実効税率により計算する方法によっております。 

  

（会計上の見積りの変更） 

コネクタ事業における特定顧客の開発計画の変更が当第２四半期連結会計期間において判明したこと

に伴い、保有する生産設備について経済的使用可能予測期間を調査した結果、専用度の高い機械装置の

残存耐用年数と現在以降の経済的使用可能予測期間との乖離が明らかとなったため、当該機械装置につ

いて当第２四半期連結会計期間より耐用年数を短縮しております。 

この変更により、従来の方法に比較して当第２四半期連結累計期間において減価償却費が660百万円

多く計上され、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ629百万円減少しており

ます。 

  

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 14,792 20,072

受取手形及び売掛金 24,730 28,359

たな卸資産 11,345 13,559

繰延税金資産 1,484 1,537

その他 3,724 4,383

貸倒引当金 △35 △66

流動資産合計 56,041 67,844

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,918 20,498

機械装置及び運搬具（純額） 23,266 23,551

工具、器具及び備品（純額） 5,469 5,302

土地 5,297 5,308

建設仮勘定 5,689 3,998

有形固定資産合計 56,640 58,658

無形固定資産 1,891 2,184

投資その他の資産

繰延税金資産 2,463 2,350

その他 4,768 5,085

貸倒引当金 △135 △135

投資その他の資産合計 7,096 7,300

固定資産合計 65,628 68,143

資産合計 121,670 135,988
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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 23,437 26,572

短期借入金 8,972 8,431

未払法人税等 694 1,207

取締役賞与引当金 90 70

その他 9,357 7,497

流動負債合計 42,552 43,779

固定負債

長期借入金 6,211 14,065

退職給付引当金 4,494 4,125

その他 307 275

固定負債合計 11,013 18,466

負債合計 53,565 62,245

純資産の部

株主資本

資本金 10,690 10,690

資本剰余金 14,439 14,443

利益剰余金 45,917 50,463

自己株式 △1,230 △1,192

株主資本合計 69,817 74,404

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 607 855

為替換算調整勘定 △2,401 △1,568

その他の包括利益累計額合計 △1,793 △712

新株予約権 80 50

純資産合計 68,104 73,743

負債純資産合計 121,670 135,988

日本航空電子工業㈱（6807）平成26年３月期　第２四半期決算短信

- 5 -



  

  

  

（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 60,444 73,093

売上原価 47,958 57,664

売上総利益 12,486 15,429

販売費及び一般管理費 8,545 9,377

営業利益 3,941 6,051

営業外収益

受取利息 18 19

受取配当金 219 39

為替差益 － 179

その他 87 127

営業外収益合計 325 365

営業外費用

支払利息 55 59

固定資産除却損 467 785

為替差損 66 －

その他 37 28

営業外費用合計 626 873

経常利益 3,640 5,543

税金等調整前四半期純利益 3,640 5,543

法人税、住民税及び事業税 1,113 1,666

法人税等調整額 △2 2

法人税等合計 1,110 1,668

少数株主損益調整前四半期純利益 2,529 3,875

四半期純利益 2,529 3,875

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 2,529 3,875

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △60 247

為替換算調整勘定 △770 832

その他の包括利益合計 △831 1,080

四半期包括利益 1,698 4,955

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,698 4,955

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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 3,640 5,543

減価償却費 6,066 8,919

退職給付引当金の増減額（△は減少） △159 △380

受取利息及び受取配当金 △237 △58

支払利息 55 59

為替差損益（△は益） △0 34

固定資産除却損 467 785

売上債権の増減額（△は増加） △6,257 △3,429

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,455 △1,277

仕入債務の増減額（△は減少） 10,207 2,664

その他 2,375 △2,607

小計 13,700 10,255

利息及び配当金の受取額 237 56

利息の支払額 △57 △54

法人税等の支払額 △1,477 △1,452

その他 － 3

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,403 8,809

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 △50 △11

定期預金の払戻による収入 44 －

有形固定資産の取得による支出 △16,002 △11,298

有形固定資産の売却による収入 54 56

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

その他 △284 △560

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,240 △11,815

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） － △2,501

長期借入れによる収入 － 12,000

長期借入金の返済による支出 △2,294 △2,189

配当金の支払額 △452 △452

その他 1 41

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,746 6,897

現金及び現金同等物に係る換算差額 △288 292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,872 4,183

現金及び現金同等物の期首残高 24,471 14,777

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,599 20,044
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  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) 

  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  セグメント損益は、四半期連結損益計算書上の営業損益でありますが、各報告セグメントへの配分が困難な本社スタッフ費用

等の一般管理費1,898百万円については調整額としております。 

2  「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、その他の物品の販売並びにサービス事業を含んで

おります。 

  

 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) 

  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  セグメント損益は、四半期連結損益計算書上の営業損益でありますが、各報告セグメントへの配分が困難な本社スタッフ費用

等の一般管理費1,921百万円については調整額としております。 

2  「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、その他の物品の販売並びにサービス事業を含んで

おります。 

  

当社は、平成25年８月に防衛省より、航機事業部の原価集計などに関する問い合わせを受けました。

その後、社内調査を進めたところ、同事業部において作業時間を過大に計上している案件があることが

判明したことから、平成25年10月４日付で、防衛省より、平成25年10月４日から平成26年７月３日まで

の９ヶ月間、指名停止の措置をとる旨の通知を受けております。 

 今後、契約条項に従って違約金等の支払の発生が予想されますが、現在、防衛省の調査に協力してい

るところであり、過大請求に係る金額が見積れず、支払時期も未定のため、当社連結上の財政状態及び

経営成績に及ぼす影響は、現段階で不明であります。  

（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）

（セグメント情報等）

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 

(注)2
合計 調整額

四半期連結 

損益計算書 

計上額
コネクタ 

事業

インターフェース・

ソリューション事業
航機事業

売上高 50,689 2,902 6,368 484 60,444 ─ 60,444

セグメント利益 

又は損失（△） (注)1
4,945 △34 990 △61 5,839 △1,898 3,941

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 

(注)2
合計 調整額

四半期連結 

損益計算書 

計上額
コネクタ 

事業

インターフェース・

ソリューション事業
航機事業

売上高 64,022 2,096 6,000 974 73,093 ― 73,093

セグメント利益 

又は損失（△） (注)1
7,856 △163 281 △2 7,973 △1,921 6,051

（重要な後発事象）
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