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                                      会 社 名：                    日新電機株式会社 
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                                           小 畑 英 明 
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（訂正）「平成25年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 

 

 

 当社は、平成27年10月28日付「過年度の連結財務諸表等に関する誤謬の判明及び平成28年３月期

第２四半期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、過年度決算短信の訂

正作業をすすめてまいりました。 

このたび、平成24年７月26日付「平成25年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の

訂正作業が完了しましたので、訂正内容についてお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には を

付して表示しております。 

 

 

 

以  上  



（訂正後） 

 

 

 

 
  

 平成25年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)   
 平成24年７月26日  

上場会社名 日新電機 上場取引所 東 大  
コード番号 6641 URL http://nissin.jp/  
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小畑 英明   
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 舌間 修平 TEL 075-864-8315  
四半期報告書提出予定日 平成24年８月10日  
配当支払開始予定日  ―      
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有     
四半期決算説明会開催の有無 ： 無    
  

 (百万円未満切捨て) 

１．平成 25 年３月期第１四半期の連結業績（平成 24 年４月１日～平成 24 年６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 ％ 

25年３月期第１四半期 23,192 5.3 830 △4.9 855 △13.8 348 △41.5 

24年３月期第１四半期 22,018 28.8 873 117.2 993 113.0 595 456.5  
(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △624 百万円( － ％)  24年３月期第１四半期 620 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 

25年３月期第１四半期 3.26 － 

24年３月期第１四半期 5.58 5.57 
  

 
  

（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 ％ 

25年３月期第１四半期 106,504 59,186 53.2 

24年３月期 111,401 60,366 51.8  
(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 56,620 百万円  24年３月期 57,734 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 

24年３月期 － 4.00 － 5.00 9.00 
25年３月期 －     

25年３月期(予想)  5.00 － 5.00 10.00  
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
    

 
  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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) 

 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 15.6 2,000 45.9 2,000 33.5 1,800 109.5 16.84 

通期 105,000 4.6 8,000 7.6 8,000 2.9 5,000 36.9 46.78  
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
  

 



 

 

 
※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)：無   
新規 ― 社 （社名）  、 除外 ― 社 （社名）  

  

 
  

（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 

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 
  

  
  

（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) 25年３月期１Ｑ 107,832,445 株 24年３月期 107,832,445 株 

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 949,327 株 24年３月期 949,327 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 106,883,118 株 24年３月期１Ｑ 106,833,096 株 
  

 
  

※ 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「連結業績予想などの将来予測情報に関する定性的情報」をご覧ください。 
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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定性的情報 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

2.　サマリー情報（その他）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、前回公表値（平成24年5月10日公表）を修正し
ておりません。また、通期の業績予想につきましても、前回公表値を修正しておりません。 
 （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24年4月1日～平成24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結果、前年同期に比べ1,173百万円増加し23,192百万円となりまし
た。事業セグメント別内訳では、電力機器事業は、国内及び中国の電力会社向けの減少により、前年同
期に比べ2,256百万円減少しました。ビーム･真空応用事業は、高精細・中小型薄型ディスプレイ用イオ
ンドーピング装置の需要増加により、前年同期に比べ3,347百万円増加しました。新エネルギー・環境
事業は、電力会社向けメガソーラーの売上により、前年同期に比べ213百万円増加しました。ライフサ
イクルエンジニアリング事業は、前年同期に比べ130百万円減少しました。 
 経常利益については、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、競争激化による販売価格の下落などにより、前年同期に比べ137百万円減少し、
855百万円となりました。 
 特別損益については、＜削除＞、投資有価証券評価損49百万円を特別損失として計上しました。 
 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、前年同期に比
べ247百万円減少し、348百万円となりました。 

 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106,504百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,897百万円減少しま
した。これは主として、受取手形及び売掛金の減少、及びたな卸資産の減少によるものです。 
 負債の部は、当第１四半期末で47,317百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,717百万円減少しま
した。これは主として、支払手形及び買掛金の減少、及び未払費用の減少によるものです。 
 純資産の部は、当第１四半期末で59,186百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,180百万円減少し
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減少によるものです。 

 該当事項はありません。 

 当社及び一部の連結子会社は、年間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います。 

 該当事項はありません。 
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 7,417 7,772 

  受取手形及び売掛金 39,444 35,703 

  たな卸資産 27,492 26,355 

  その他 6,194 6,310 

  貸倒引当金 △708 △750 

  流動資産合計 79,840 75,390 

 固定資産   

  有形固定資産 21,811 21,924 

  無形固定資産 1,484 1,385 

  投資その他の資産   

   その他 8,629 8,153 

   貸倒引当金 △364 △350 

   投資その他の資産合計 8,265 7,803 

  固定資産合計 31,561 31,113 

 資産合計 111,401 106,504 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 21,495 18,439 

  短期借入金 6,544 4,921 

  未払費用 5,951 3,556 

  未払法人税等 1,031 273 

  前受金 5,588 7,714 

  賞与引当金 ― 1,251 

  製品保証引当金 1,075 1,263 

  受注損失引当金 724 893 

  その他の引当金 39 4 

  その他 1,884 2,248 

  流動負債合計 44,334 40,565 

 固定負債   

  長期借入金 153 179 

  退職給付引当金 3,678 3,710 

  環境対策引当金 2,203 2,203 

  その他 665 659 

  固定負債合計 6,699 6,752 

 負債合計 51,034 47,317 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24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 42,012 41,826 

  自己株式 △296 △296 

  株主資本合計 58,648 58,462 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 693 374 

  繰延ヘッジ損益 △19 △18 

  為替換算調整勘定 △1,587 △2,198 

  その他の包括利益累計額合計 △914 △1,842 

 新株予約権 10 10 

 少数株主持分 2,621 2,555 

 純資産合計 60,366 59,186 

負債純資産合計 111,401 106,504 
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 22,018 23,192 

売上原価 16,145 17,669 

売上総利益 5,872 5,522 

販売費及び一般管理費 4,999 4,692 

営業利益 873 830 

営業外収益   

 受取利息 19 16 

 受取配当金 52 41 

 為替差益 38 36 

 償却債権取立益 68 ― 

 その他 42 41 

 営業外収益合計 221 135 

営業外費用   

 支払利息 58 59 

 その他 43 50 

 営業外費用合計 101 110 

経常利益 993 855 

≪削除≫   

 ≪削除≫ ≪削除≫ ≪削除≫ 

 ≪削除≫ ≪削除≫ ≪削除≫ 

 ≪削除≫ ≪削除≫ ≪削除≫ 

特別損失   

 投資有価証券評価損 ― 49 

 特別損失合計 ― 49 

税金等調整前四半期純利益 993 806 

法人税等 314 391 

少数株主損益調整前四半期純利益 678 414 

少数株主利益 82 65 

四半期純利益 595 348 
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 678 414 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △158 △318 

 繰延ヘッジ損益 △9 1 

 為替換算調整勘定 100 △709 

 持分法適用会社に対する持分相当額 9 △11 

 その他の包括利益合計 △57 △1,038 

四半期包括利益 620 △624 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 512 △580 

 少数株主に係る四半期包括利益 107 △44 
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(3)継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4)セグメント情報等

前第１四半期連結累計期間（平成23年4月1日～平成23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 11,894 5,211 1,124 3,788 22,018 － 22,018

セグメント間の内部

売上高又は振替高 104 21 4 － 130 △ 130 － 

11,998 5,233 1,129 3,788 22,148 △ 130 22,018

セグメント利益又は損失(△) 482 411 △ 413 564 1,044 △ 171 873

 (注)1. セグメント利益の調整額△171百万円には、セグメント間取引消去2百万円、全社費用△174百万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(△) 62 1,157 △ 632 326 913 △ 83 830

 (注)1. セグメント利益の調整額△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。

(5)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。

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23年4月～
  平成23年6月）

（平成24年4月～
  平成24年6月）

（平成23年4月～
  平成24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 12,018 44.5 10,618 46.9 △ 1,400 △ 11.6 44,509 44.6

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 7,861 29.1 7,120 31.5 △  740 △ 9.4 25,077 25.1

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 2,786 10.3 1,088 4.8 △ 1,697 △ 60.9 11,055 11.1

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 4,348 16.1 3,789 16.8 △ 559 △ 12.9 19,207 19.2

27,014 100.0 22,616 100.0 △ 4,397 △ 16.3 99,850 100.0

２．販売実績 （単位：百万円　未満切捨）

（平成24年4月～
  平成24年6月）

（平成23年4月～
  平成24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 11,894 54.0 9,637 41.5 △ 2,256 △ 19.0 45,976 45.8

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 5,211 23.7 8,558 36.9 3,347 64.2 25,135 25.0

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 1,124 5.1 1,337 5.8 213 18.9 9,903 9.9

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 3,788 17.2 3,657 15.8 △ 130 △ 3.4 19,325 19.3

22,018 100.0 23,192 100.0 1,173 5.3 100,341 100.0

(2)海外売上高

（単位：百万円　未満切捨）

合
計

区　　　　分

合　　　　計

合　　　　計

前年同四半期

前年同四半期 当四半期

当四半期

区　　　　分
（平成23年4月～
  平成23年6月）

前期

前期

対前年同期比
増　　　　減

対前年同期比
増　　　　減
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(3)所在地別セグメント情報

計
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平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年7月26日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日新電機 上場取引所 東 大 
コード番号 6641 URL http://nissin.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小畑 英明
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 舌間 修平 TEL 075-864-8315
四半期報告書提出予定日 平成24年8月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 23,192 5.3 873 △6.0 900 △14.1 457 △28.6
24年3月期第1四半期 22,018 28.8 928 95.0 1,048 94.0 640 325.1

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △510百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 665百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 4.28 4.28
24年3月期第1四半期 5.99 5.99

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 107,140 59,767 53.4
24年3月期 112,302 60,834 51.8
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  57,201百万円 24年3月期  58,202百万円

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

24年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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) 50,000 15.6 2,000 36.0 2,000 25.2 1,800 96.0 16.84
通期 105,000 4.6 8,000 4.5 8,000 0.1 5,000 35.1 46.78

（訂正前）
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(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「連結業績予想に関する定性的情報」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） 25年3月期1Q 107,832,445 株 24年3月期 107,832,445 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 949,327 株 24年3月期 949,327 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 106,883,118 株 24年3月期1Q 106,833,096 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定性的情報 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

2.　サマリー情報（その他）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、前回公表値（平成24年5月10日公表）を修正し
ておりません。また、通期の業績予想につきましても、前回公表値を修正しておりません。

（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24年4月1日～平成24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結果、前年同期に比べ1,173百万円増加し23,192百万円となりまし
た。事業セグメント別内訳では、電力機器事業は、国内及び中国の電力会社向けの減少により、前年
同期に比べ2,256百万円減少しました。ビーム･真空応用事業は、高精細・中小型薄型ディスプレイ用
イオンドーピング装置の需要増加により、前年同期に比べ3,347百万円増加しました。新エネルギー・
環境事業は、電力会社向けメガソーラーの売上により、前年同期に比べ213百万円増加しました。ライ
フサイクルエンジニアリング事業は、前年同期に比べ130百万円減少しました。

経常利益については、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、競争激化による販売価格の下落などにより、前年同期に比べ147百万円減少
し、900百万円となりました。

特別損益については、タイ国での洪水被害による設備修繕費の見積差額83百万円及び保険金の内金
収入51百万円を特別利益として計上し、投資有価証券評価損49百万円を特別損失として計上しまし
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、前年同期に
比べ182百万円減少し、457百万円となりました。

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107,140百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,162百万円減少しま
した。これは主として、受取手形及び売掛金の減少、及びたな卸資産の減少によるものです。

負債の部は、当第１四半期末で47,372百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,095百万円減少しま
した。これは主として、支払手形及び買掛金の減少、及び未払費用の減少によるものです。

純資産の部は、当第１四半期末で59,767百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,066百万円減少し
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減少によるものです。

　該当事項はありません。

当社及び一部の連結子会社は、年間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います。

　該当事項はありません。
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,417 7,772

受取手形及び売掛金 39,444 35,703

たな卸資産 28,379 27,127

その他 6,194 6,292

貸倒引当金 △708 △750

流動資産合計 80,727 76,144

固定資産   

有形固定資産 21,825 21,806

無形固定資産 1,484 1,385

投資その他の資産   

その他 8,629 8,153

貸倒引当金 △364 △350

投資その他の資産合計 8,265 7,803

固定資産合計 31,575 30,995

資産合計 112,302 107,140

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,495 18,559

短期借入金 6,544 4,921

未払費用 6,049 3,556

未払法人税等 1,154 328

前受金 5,588 7,714

賞与引当金 － 1,251

製品保証引当金 1,075 1,263

受注損失引当金 724 893

その他の引当金 39 4

その他 2,097 2,127

流動負債合計 44,768 40,620

固定負債   

長期借入金 153 179

退職給付引当金 3,678 3,710

環境対策引当金 2,203 2,203

その他 665 659

固定負債合計 6,699 6,752

負債合計 51,468 47,372
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24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 42,484 42,408

自己株式 △296 △296

株主資本合計 59,120 59,044

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 693 374

繰延ヘッジ損益 △19 △18

為替換算調整勘定 △1,592 △2,199

その他の包括利益累計額合計 △918 △1,842

新株予約権 10 10

少数株主持分 2,621 2,555

純資産合計 60,834 59,767

負債純資産合計 112,302 107,140
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 22,018 23,192

売上原価 16,090 17,626

売上総利益 5,927 5,565

販売費及び一般管理費 4,999 4,692

営業利益 928 873

営業外収益   

受取利息 19 16

受取配当金 52 41

為替差益 38 37

償却債権取立益 68 －

その他 42 41

営業外収益合計 221 137

営業外費用   

支払利息 58 59

その他 43 50

営業外費用合計 101 110

経常利益 1,048 900

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   

投資有価証券評価損 － 49

特別損失合計 － 49

税金等調整前四半期純利益 1,048 985

法人税等 325 461

少数株主損益調整前四半期純利益 723 523

少数株主利益 82 65

四半期純利益 640 457
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 723 523

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △158 △318

繰延ヘッジ損益 △9 1

為替換算調整勘定 100 △705

持分法適用会社に対する持分相当額 9 △11

その他の包括利益合計 △57 △1,034

四半期包括利益 665 △510

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 557 △466

少数株主に係る四半期包括利益 107 △44
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(3)継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4)セグメント情報等

前第１四半期連結累計期間（平成23年4月1日～平成23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 11,894 5,211 1,124 3,788 22,018 － 22,018
セグメント間の内部

売上高又は振替高 104 21 4 － 130 △ 130 － 

11,998 5,233 1,129 3,788 22,148 △ 130 22,018
セグメント利益又は損失(△) 537 411 △ 413 564 1,100 △ 171 928

 (注)1. セグメント利益の調整額△171百万円には、セグメント間取引消去2百万円、全社費用△174百万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。

(5)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。

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23年4月～
  平成23年6月）

（平成24年4月～
  平成24年6月）

（平成23年4月～
  平成24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 12,018 44.5 10,618 46.9 △ 1,400 △ 11.6 44,509 44.6

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 7,861 29.1 7,120 31.5 △  740 △ 9.4 25,077 25.1

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 2,786 10.3 1,088 4.8 △ 1,697 △ 60.9 11,055 11.1

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 4,348 16.1 3,789 16.8 △ 559 △ 12.9 19,207 19.2

27,014 100.0 22,616 100.0 △ 4,397 △ 16.3 99,850 100.0

２．販売実績 （単位：百万円　未満切捨）

（平成24年4月～
  平成24年6月）

（平成23年4月～
  平成24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 11,894 54.0 9,637 41.5 △ 2,256 △ 19.0 45,976 45.8

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 5,211 23.7 8,558 36.9 3,347 64.2 25,135 25.0

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 1,124 5.1 1,337 5.8 213 18.9 9,903 9.9

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 3,788 17.2 3,657 15.8 △ 130 △ 3.4 19,325 19.3

22,018 100.0 23,192 100.0 1,173 5.3 100,341 100.0

(2)海外売上高

（単位：百万円　未満切捨）

前期

前期

対前年同期比
増　　　　減

対前年同期比
増　　　　減

前年同四半期 当四半期

区　　　　分

合　　　　計

合　　　　計

前年同四半期 当四半期

区　　　　分
（平成23年4月～
  平成23年6月）

前年同四半期 当四半期

(平成23年4月～平成23年6月) (平成24年4月～平成24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%

海外売上高

アジア 7,820 35.5 6,337 27.3

その他 1,920 8.7 271 1.2

合計 9,740 44.2 6,608 28.5

区　　分

－8－

日新電機㈱(6641)平成25年3月期  第1四半期決算短信



(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23年4月1日～平成23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 16,611 5,356 50 22,018 － 22,018
セグメント間の内部

売上高又は振替高 754 377 73 1,205 △ 1,205 － 

計 17,365 5,734 123 23,224 △ 1,205 22,018
セグメント利益 714 738 5 1,458 △ 530 928

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書

計上額

当第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

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書

計上額
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