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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第2四半期 49,557 10.7 5,605 46.1 5,741 52.3 2,813 14.5
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

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 2,884百万円 （△14.1％） 26年3月期第2四半期 3,356百万円 （44.5％）

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

27年3月期第2四半期 69.82 69.64
26年3月期第2四半期 61.27 61.03

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 88,269 70,932 80.2
26年3月期 89,326 70,442 77.7
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 70,816百万円 26年3月期 69,442百万円

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

26年3月期 ― 22.00 ― 32.00 54.00
27年3月期 ― 28.00
27年3月期（予想） ― 28.00 56.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 108,000 6.7 12,500 8.1 12,500 9.5 7,300 2.1 180.64



(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 ： 有
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） 27年3月期2Q 43,000,000 株 26年3月期 43,000,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 2,681,936 株 26年3月期 2,737,109 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 40,291,027 株 26年3月期2Q 40,102,508 株
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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

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀による量的・質的金融緩和政策に支えられ円安・株高基

調が継続したことや、政府による公共事業増加等の経済対策により企業収益と雇用環境の改善が進むなど、引き続

き景気は緩やかな回復基調となりました。

しかし、国内においては夏場の天候不順により個人消費の停滞がみられる一方、海外においても中東・欧州地域

などの地政学的リスクの高まりによる世界経済全体への影響等が不安視されるなど、景気の下振れ懸念は依然拭い

きれていません。

当業界におきましては、新設住宅着工戸数や民間非居住建築物棟数が共に低調に推移するなか減少テンポが緩や

かになり、機械受注においては順調に回復基調をたどるなど、事業環境は改善傾向を示しました。

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関連市場への製品バリエーションを充実

させ拡販に努めたほか、エネルギーマネジメント市場への製品提案活動強化や、製品・部材の調達力強化とそれに

伴う積極的な案件受注活動に尽力した結果、売上高は49,557百万円と前年同四半期比10.7％の増収、営業利益は

5,605百万円と同46.1％の増益、経常利益は5,741百万円と同52.3％の増益となり、四半期純利益は海外事業の見直

しによる減損損失を計上したものの、2,813百万円と同14.5％の増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

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1,056百万円減少し、88,269百万円となりま

した。この要因は、主に海外事業の見直しに伴う減損損失の計上により固定資産が920百万円減少したことによる

ものです。また、負債は、主に支払手形及び買掛金や未払法人税等の減少により1,546百万円減少し、17,336百万

円となりました。

純資産は、剰余金の配当1,288百万円や少数株主持分の減少870百万円などによる減少がある一方、四半期純利益

2,813百万円の計上などにより合計では490百万円増加し、70,932百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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27年３月期）の業績見通しにつきましては、売上高108,000百万円、営業利益12,500百万

円、経常利益12,500百万円、当期純利益7,300百万円を見込んでおり、平成26年５月14日公表時から変更ありませ

ん。
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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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 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。

（３）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）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号平成24年５月17日。以下「退職給付適

用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第

１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方

法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更しています。また、割引率の決定方法については、従業員の平均残存

勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単

一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しています。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、第１四半期

連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減して

います。

この結果、第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る資産が379百万円減少し、利益剰余金が246百万円減

少しています。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微です。
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,512 11,902

受取手形及び売掛金 25,354 22,492

有価証券 6,205 4,500

商品及び製品 4,622 5,825

仕掛品 2,247 2,089

原材料及び貯蔵品 2,762 2,589

繰延税金資産 1,174 1,184

その他 765 902

貸倒引当金 △160 △138

流動資産合計 51,485 51,348

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,655 9,778

機械装置及び運搬具（純額） 4,258 3,469

土地 9,948 10,176

建設仮勘定 382 770

リース資産（純額） 77 58

その他（純額） 803 761

有形固定資産合計 26,125 25,014

無形固定資産

のれん 3,406 3,806

その他 439 410

無形固定資産合計 3,846 4,217

投資その他の資産

投資有価証券 3,587 3,796

不動産信託受益権 1,474 1,465

長期預金 700 500

退職給付に係る資産 629 297

繰延税金資産 928 1,028

その他 760 811

貸倒引当金 △210 △211

投資その他の資産合計 7,869 7,689

固定資産合計 37,841 36,920

資産合計 89,326 88,269

決算短信 （宝印刷）  2014年10月30日 16時12分 6ページ （Tess 1.40 20131220_01）



日東工業株式会社(6651) 平成27年３月期 第２四半期決算短信

－ 5 －

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,108 8,578

短期借入金 - 60

未払法人税等 2,536 1,483

リース債務 38 38

賞与引当金 2,024 1,993

役員賞与引当金 23 37

資産除去債務 27 -

その他 3,571 3,516

流動負債合計 17,331 15,708

固定負債

退職給付に係る負債 445 462

長期未払金 69 55

リース債務 40 21

資産除去債務 78 79

環境対策引当金 37 37

繰延税金負債 716 583

その他 164 389

固定負債合計 1,552 1,628

負債合計 18,883 17,336

純資産の部

株主資本

資本金 6,578 6,578

資本剰余金 7,166 7,180

利益剰余金 57,326 58,604

自己株式 △2,450 △2,401

株主資本合計 68,622 69,962

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,123 1,254

為替換算調整勘定 502 69

退職給付に係る調整累計額 △805 △471

その他の包括利益累計額合計 820 853

新株予約権 45 33

少数株主持分 954 83

純資産合計 70,442 70,932

負債純資産合計 89,326 88,269
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 44,756 49,557

売上原価 32,503 35,192

売上総利益 12,253 14,364

販売費及び一般管理費 8,418 8,759

営業利益 3,835 5,605

営業外収益

受取利息 21 19

受取配当金 33 38

不動産信託受益権収入 48 45

為替差益 - 188

その他 105 129

営業外収益合計 209 421

営業外費用

支払利息 1 3

売上割引 215 259

為替差損 31 -

その他 26 22

営業外費用合計 274 285

経常利益 3,770 5,741

特別利益

固定資産売却益 21 0

投資有価証券売却益 0 -

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 129 0

特別損失

固定資産除売却損 39 63

減損損失 - 1,146

特別損失合計 39 1,209

税金等調整前四半期純利益 3,860 4,532

法人税、住民税及び事業税 1,406 1,488

法人税等調整額 △24 192

法人税等合計 1,382 1,680

少数株主損益調整前四半期純利益 2,478 2,851

少数株主利益 21 38

四半期純利益 2,456 2,813
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,478 2,851

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 217 131

為替換算調整勘定 660 △432

退職給付に係る調整額 - 334

その他の包括利益合計 878 33

四半期包括利益 3,356 2,884

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,334 2,846

少数株主に係る四半期包括利益 21 38
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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 3,860 4,532

減価償却費 1,301 1,282

のれん償却額 252 270

減損損失 - 1,146

賞与引当金の増減額（△は減少） 101 △38

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23 13

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 △27

前払年金費用の増減額（△は増加） 84 -

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） - 84

受取利息及び受取配当金 △55 △58

支払利息 1 3

有形固定資産売却損益（△は益） △20 △0

有形固定資産除却損 38 63

投資有価証券売却損益（△は益） △0 -

売上債権の増減額（△は増加） 3,232 3,149

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,036 △853

仕入債務の増減額（△は減少） △1,321 △685

未払消費税等の増減額（△は減少） △87 329

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △106 -

その他 △714 △712

小計 5,475 8,499

利息及び配当金の受取額 57 58

利息の支払額 △1 △3

法人税等の支払額 △2,285 △2,345

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,246 6,209

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 △112

定期預金の払戻による収入 140 300

有形固定資産の取得による支出 △2,064 △1,403

有形固定資産の売却による収入 49 6

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

投資有価証券の売却による収入 200 -

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

- △1,529

子会社株式の取得による支出 - △956

その他 △40 △43

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,817 △3,741
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(単位：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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 60

配当金の支払額 △958 △1,287

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 177 51

少数株主への配当金の支払額 - △49

その他 △19 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △901 △1,245

現金及び現金同等物に係る換算差額 46 △34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 574 1,187

現金及び現金同等物の期首残高 9,833 13,586

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 11,208 14,773
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（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）

　 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。

４．補足情報

　 販売の状況

　 （単位：百万円）

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

比 較 増 減
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

至 平成25年９月30日)

(自 平成26年４月１日

至 平成26年９月30日)

(自 平成25年４月１日

至 平成26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） 18,692 41.7 21,037 42.4 2,344 12.5 42,131 41.6

（キャビネット） 10,025 22.4 10,568 21.3 542 5.4 22,263 22.0

（遮断器・開閉器） 2,582 5.8 2,455 5.0 △126 △4.9 5,391 5.3

（パーツ・その他） 2,237 5.0 2,629 5.3 392 17.6 4,885 4.8

小 計 33,538 74.9 36,691 74.0 3,153 9.4 74,672 73.7

情報通信関連流通事業 10,187 22.8 11,626 23.5 1,439 14.1 24,255 24.0

工事・サービス事業 1,031 2.3 1,239 2.5 208 20.1 2,287 2.3

合 計 44,756 100.0 49,557 100.0 4,800 10.7 101,215 100.0
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平成27年3月期  第２四半期決算発表参考資料

平 成 26 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27年3月期 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

(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 49,557 10.7 44,756 26.2 35,471 38.0 25,708 3.9 24,737 13.9

営 業 利 益 5,605 46.1 3,835 △ 6.6 4,106 284.3 1,068 439.1 198 －

経 常 利 益 5,741 52.3 3,770 △ 6.8 4,043 299.3 1,012 204.8 332 －

四 半 期 純 利 益 2,813 14.5 2,456 5.5 2,327 351.9 515 674.8 66 －

 2. 通期の業績予想と実績推移

(単位:百万円)

平成27年3月期 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

(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 108,000 6.7 101,215 31.1 77,225 29.5 59,634 3.8 57,468 23.7

営 業 利 益 12,500 8.1 11,558 37.7 8,395 92.0 4,372 35.9 3,216 －

経 常 利 益 12,500 9.5 11,418 27.8 8,931 99.2 4,483 31.6 3,406 －

当 期 純 利 益 7,300 2.1 7,153 39.5 5,129 127.3 2,256 18.7 1,900 －

 3. 販売の状況（連結）

(単位:百万円)

第２四半期（実績） 通期（予想）

売上高 構成比(%) 増減率(%) 売上高 構成比(%) 増減率(%)

配 電 盤 21,037 42.4 12.5 47,000 43.5 11.6

キ ャ ビ ネ ッ ト 10,568 21.3 5.4 23,000 21.3 3.3

遮 断 器 ・ 開 閉 器 2,455 5.0 △ 4.9 5,300 4.9 △ 1.7

パ ー ツ ・ そ の 他 2,629 5.3 17.6 5,400 5.0 10.5

小 計 36,691 74.0 9.4 80,700 74.7 8.1

11,626 23.5 14.1 24,500 22.7 1.0

1,239 2.5 20.1 2,800 2.6 22.4

49,557 100.0 10.7 108,000 100.0 6.7

 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 1,061 3,940 3,193

減 価 償 却 費 1,225 2,990 2,720

損 益 計 算 書

損 益 計 算 書

平成27年3月期 平成26年3月期

第２四半期（実績）    通 期（予想）       通 期（実績）

部 門 別

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

合 計


