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（訂正）「平成24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23年７月22日付「平成24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24年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)   
 平成23年７月22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23年８月12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 24 年３月期第１四半期の連結業績（平成 23 年４月１日～平成 23 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 ％ 

24年３月期第１四半期 22,018 28.8 873 117.2 993 113.0 595 456.5 

23年３月期第１四半期 17,092 7.2 402 ― 466 ― 107 ―  
(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 620 百万円( － ％)  23年３月期第１四半期 △564 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 

24年３月期第１四半期 5.58 5.57 

23年３月期第１四半期 1.00 1.00 
  

 
  

（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 ％ 

24年３月期第１四半期 104,262 57,118 52.5 

23年３月期 108,898 57,028 50.3  
(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 54,739 百万円  23年３月期 54,777 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 

23年３月期 － 3.00 － 6.00 9.00 
24年３月期 －     

24年３月期(予想)  4.00 － 5.00 9.00  
(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24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 
 

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 45,000 16.6 1,200 △18.8 1,000 △36.9 500 △29.8 4.68 

通期 105,000 16.1 8,200 13.2 8,000 9.7 4,800 9.1 44.91  
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
  

 



 

 

 
４．その他 

（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）  

(注)詳細は、添付資料Ｐ.２をご覧ください。 
 

  

（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 ： 有 

③ 会計上の見積りの変更 ： 有 

④ 修正再表示 ： 無 
  

(注)「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。 
詳細は、添付資料Ｐ.２をご覧ください。 

  
  

（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) 24年３月期１Ｑ 107,832,445 株 23年３月期 107,832,445 株 

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 959,349 株 23年３月期 1,019,349 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 106,833,096 株 23年３月期１Ｑ 106,721,844 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、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「連結業績予
想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

 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23年5月11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23年4月1日～平成23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4,925百万円増加し22,018百万円となりまし
た。報告セグメント別内訳では、電力機器事業の売上高は11,894百万円、ビーム･真空応用事業の売上
高は5,211百万円、新エネルギー・環境事業の売上高は1,124百万円、ライフサイクル・エンジニアリン
グ事業の売上高は3,788百万円となりました。 
 経常利益は、売上高の増加に加え、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結果、前年同期に比べ526百万円増加し、993百万円となりました。 
 特別損益項目はなく、少数株主利益及び法人税等調整後の四半期純利益は、前年同期に比べ488百万
円増加し、595百万円となりました。 
 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104,262百万円となり前連結会計年度末に比べ4,635百万円減少しまし
た。これは主として、現金及び預金の減少、及び受取手形及び売掛金の減少によるものです。 
 負債の部は、当第１四半期末で47,143百万円となり前連結会計年度末に比べ4,725百万円減少しまし
た。これは主として、支払手形及び買掛金の減少、及び未払法人税等の減少によるものです。 
 純資産の部は、当第１四半期末で57,118百万円となり前連結会計年度末に比べ90百万円増加しました。
これは主として、利益剰余金の増加、及び為替換算調整勘定の増加によるものです。 

 該当事項はありません。                             
 
 なお、従来、決算日が12月31日であった日新電機タイ株式会社他３社については、当第１四半期連結
会計期間より決算日を３月31日に変更しています。  
 また、 、日新電機(無錫)有限公司、日新(無錫)機電有限公司、北京宏達日新電
機有限公司他１３社の決算日は12月31日ですが、連結財務情報のより適正な開示を図るため、連結決算
日において仮決算を実施した上で連結することに変更しています。  
 これらの変更により、当第１四半期連結累計期間は、平成23年４月１日から平成23年６月30日までの
３ヶ月間を連結しています。なお、平成23年１月１日から平成23年３月31日までの３ヶ月間の損益60百
万円を利益剰余金に計上しています。 

 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。 
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(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 ①有形固定資産の減価償却の方法の変更

 ②有形固定資産の耐用年数の変更

 当社及び国内連結子会社は、従来、建物以外の有形固定資産の減価償却方法について定率法を
採用してきましたが、当第１四半期連結会計期間より定額法に変更しています。 
 この変更は、設備の稼働率や補修費の発生を調査した結果、概ね安定的、平均的に推移してい
ることからより適切な費用配分を行うため、また親会社である住友電気工業株式会社と会計方針
を統一するとともに、当社グループにおいても今後一層のグローバル展開を進めていくなかで、
在外連結子会社と会計方針の統一をはかることを目的とするものです。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第１四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は、85百万円増加しています。 
 

 当社及び一部の国内連結子会社は、従来、機械装置の耐用年数を７年として減価償却を行なっ

てきましたが、当第１四半期連結会計期間において、減価償却方法の変更を契機として、資産の

利用状況等を調査し、耐用年数の妥当性について検討した結果、耐用年数を１０年に見直し、将

来にわたり変更しています。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第１四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は、11百万円増加しています。 
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 12,909 10,285 

  受取手形及び売掛金 33,048 28,305 

  有価証券 3,043 4,687 

  たな卸資産 25,493 26,639 

  その他 6,041 6,245 

  貸倒引当金 △366 △553 

  流動資産合計 80,168 75,609 

 固定資産   

  有形固定資産 18,044 18,341 

  無形固定資産 1,867 1,777 

  投資その他の資産   

   その他 9,153 8,945 

   貸倒引当金 △335 △410 

   投資その他の資産合計 8,817 8,535 

  固定資産合計 28,729 28,653 

 資産合計 108,898 104,262 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 19,757 18,050 

  短期借入金 5,247 5,477 

  未払費用 5,407 3,419 

  未払法人税等 1,550 229 

  前受金 9,038 8,326 

  賞与引当金 ― 1,200 

  受注損失引当金 795 924 

  その他の引当金 927 864 

  その他 2,193 1,788 

  流動負債合計 44,918 40,282 

 固定負債   

  長期借入金 351 270 

  退職給付引当金 3,554 3,583 

  環境対策引当金 2,204 2,204 

  その他 841 802 

  固定負債合計 6,951 6,861 

 負債合計 51,869 47,143 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23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 6,664 6,676 

  利益剰余金 39,368 39,383 

  自己株式 △317 △299 

  株主資本合計 55,968 56,013 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 924 765 

  繰延ヘッジ損益 19 9 

  為替換算調整勘定 △2,134 △2,049 

  その他の包括利益累計額合計 △1,191 △1,273 

 新株予約権 16 11 

 少数株主持分 2,234 2,367 

 純資産合計 57,028 57,118 

負債純資産合計 108,898 104,262 
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 17,092 22,018 

売上原価 12,258 16,145 

売上総利益 4,834 5,872 

販売費及び一般管理費 4,432 4,999 

営業利益 402 873 

営業外収益   

 受取利息 12 19 

 受取配当金 41 52 

 償却債権取立益 ― 68 

 その他の引当金戻入額 34 2 

 その他 66 78 

 営業外収益合計 155 221 

営業外費用   

 支払利息 64 58 

 その他 27 43 

 営業外費用合計 91 101 

経常利益 466 993 

特別損失   

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 221 ― 

 特別損失合計 221 ― 

税金等調整前四半期純利益 244 993 

法人税等 37 314 

少数株主損益調整前四半期純利益 206 678 

少数株主利益 99 82 

四半期純利益 107 595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－6－



日新電機株式会社(6641)平成 24年３月期 第１四半期決算短信 

 

 

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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 206 678 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △555 △158 

 繰延ヘッジ損益 △13 △9 

 為替換算調整勘定 △201 100 

 持分法適用会社に対する持分相当額 ― 9 

 その他の包括利益合計 △770 △57 

四半期包括利益 △564 620 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △626 512 

 少数株主に係る四半期包括利益 62 107 
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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

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（平成22年4月1日～平成22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

 (注)1. セグメント利益の調整額△545百万円には、セグメント間取引消去0百万円、全社費用△546百万円が含まれております。

　      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あります。

     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おります。

当第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）

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

(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
ギー

・環境事業

ライフサイクル・
エンジニアリング
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 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おります。

　      全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない売上原価及び一般管理費であります。

     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おります。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

計

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

 当第１四半期連結会計期間から、新中長期計画「ビジョン２０１５」の策定に伴う事業構造の再構
築のため、報告セグメントの区分表示を「電力機器事業」「ビーム・真空応用装置事業」の２つの事
業セグメントから、「電力機器事業」「ビーム・真空応用事業」「新エネルギー・環境事業」「ライ
フサイクル・エンジニアリング事業」の４つの事業セグメントに変更しています。 
 当連結会計年度の対応する四半期連結累計期間について、変更前の区分表示により作成した報告セ
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は、以下の通りです。 
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 (注)1. セグメント利益の調整額△560百万円には、セグメント間取引消去2百万円、全社費用△563百万円が含まれております。

　      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あります。

     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おります。

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は、以下の通りです。 
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(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。

4.　補足情報

(1)海外売上高

（単位：百万円未満切捨）

合
計

(2)所在地別セグメント情報
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平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年7月22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23年8月12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24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 22,018 28.8 928 95.0 1,048 94.0 640 325.1
23年3月期第1四半期 17,092 7.2 476 ― 540 ― 150 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 665百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △520百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 5.99 5.99
23年3月期第1四半期 1.41 1.41

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 104,829 57,586 52.7
23年3月期 109,409 57,451 50.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  55,207百万円 23年3月期  55,199百万円

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

23年3月期 ― 3.00 ― 6.00 9.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 4.00 ― 5.00 9.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 45,000 16.6 1,200 △24.8 1,000 △41.3 500 △37.3 4.68
通期 105,000 16.1 8,200 9.8 8,000 6.5 4,800 6.0 44.91

（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  

(注)詳細は、添付資料P.2をご覧ください。 

(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 

(注)「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。 
   詳細は、添付資料P.2をご覧ください。 

(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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 107,832,445 株 23年3月期 107,832,445 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 959,349 株 23年3月期 1,019,349 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 106,833,096 株 23年3月期1Q 106,721,844 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
 ①有形固定資産の減価償却の方法の変更

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23年5月11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23年4月1日～平成23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4,925百万円増加し22,018百万円となりまし
た。報告セグメント別内訳では、電力機器事業の売上高は11,894百万円、ビーム･真空応用事業の売上
高は5,211百万円、新エネルギー・環境事業の売上高は1,124百万円、ライフサイクル・エンジニアリン
グ事業の売上高は3,788百万円となりました。

経常利益は、売上高の増加に加え、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結果、前年同期に比べ507百万円増加し、1,048百万円となりました。

特別損益項目はなく、少数株主利益及び法人税等調整後の四半期純利益は、前年同期に比べ489百万
円増加し、640百万円となりました。

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104,829百万円となり前連結会計年度末に比べ4,580百万円減少しまし
た。これは主として、現金及び預金の減少、及び受取手形及び売掛金の減少によるものです。

負債の部は、当第１四半期末で47,243百万円となり前連結会計年度末に比べ4,715百万円減少しまし
た。これは主として、支払手形及び買掛金の減少、及び未払法人税等の減少によるものです。

純資産の部は、当第１四半期末で57,586百万円となり前連結会計年度末に比べ135百万円増加しまし
た。これは主として、利益剰余金の増加、及び為替換算調整勘定の増加によるものです。

　該当事項はありません。

なお、従来、決算日が12月31日であった日新電機タイ株式会社他３社については、当第１四半期連
結会計期間より決算日を３月31日に変更しています。

また、日亜電機股份有限公司、日新電機(無錫)有限公司、日新(無錫)機電有限公司、北京宏達日新
電機有限公司他１３社の決算日は12月31日ですが、連結財務情報のより適正な開示を図るため、連結
決算日において仮決算を実施した上で連結することに変更しています。

これらの変更により、当第１四半期連結累計期間は、平成23年４月１日から平成23年６月30日まで
の３ヶ月間を連結しています。なお、平成23年１月１日から平成23年３月31日までの３ヶ月間の損益
60百万円を利益剰余金に計上しています。

当社及び国内連結子会社は、従来、建物以外の有形固定資産の減価償却方法について定率法を
採用してきましたが、当第１四半期連結会計期間より定額法に変更しています。

この変更は、設備の稼働率や補修費の発生を調査した結果、概ね安定的、平均的に推移してい
ることからより適切な費用配分を行うため、また親会社である住友電気工業株式会社と会計方針
を統一するとともに、当社グループにおいても今後一層のグローバル展開を進めていくなかで、
在外連結子会社と会計方針の統一をはかることを目的とするものです。

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第１四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は、85百万円増加しています。

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。
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 ②有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び一部の国内連結子会社は、従来、機械装置の耐用年数を７年として減価償却を行なっ
てきましたが、当第１四半期連結会計期間において、減価償却方法の変更を契機として、資産の
利用状況等を調査し、耐用年数の妥当性について検討した結果、耐用年数を１０年に見直し、将
来にわたり変更しています。

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第１四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は、11百万円増加しています。
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,909 10,285

受取手形及び売掛金 33,048 28,305

有価証券 3,043 4,687

たな卸資産 26,004 27,206

その他 6,041 6,245

貸倒引当金 △366 △553

流動資産合計 80,680 76,175

固定資産   

有形固定資産 18,044 18,341

無形固定資産 1,867 1,777

投資その他の資産   

その他 9,153 8,945

貸倒引当金 △335 △410

投資その他の資産合計 8,817 8,535

固定資産合計 28,729 28,653

資産合計 109,409 104,829

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,757 18,050

短期借入金 5,247 5,477

未払費用 5,407 3,419

未払法人税等 1,638 328

前受金 9,038 8,326

賞与引当金 － 1,200

受注損失引当金 795 924

その他の引当金 927 864

その他 2,193 1,788

流動負債合計 45,006 40,381

固定負債   

長期借入金 351 270

退職給付引当金 3,554 3,583

環境対策引当金 2,204 2,204

その他 841 802

固定負債合計 6,951 6,861

負債合計 51,958 47,243
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23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 6,664 6,676

利益剰余金 39,791 39,851

自己株式 △317 △299

株主資本合計 56,390 56,481

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 924 765

繰延ヘッジ損益 19 9

為替換算調整勘定 △2,134 △2,049

その他の包括利益累計額合計 △1,191 △1,273

新株予約権 16 11

少数株主持分 2,234 2,367

純資産合計 57,451 57,586

負債純資産合計 109,409 104,829
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 17,092 22,018

売上原価 12,184 16,090

売上総利益 4,908 5,927

販売費及び一般管理費 4,432 4,999

営業利益 476 928

営業外収益   

受取利息 12 19

受取配当金 41 52

償却債権取立益 － 68

その他の引当金戻入額 34 2

その他 66 78

営業外収益合計 155 221

営業外費用   

支払利息 64 58

その他 27 43

営業外費用合計 91 101

経常利益 540 1,048

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 221 －

特別損失合計 221 －

税金等調整前四半期純利益 318 1,048

法人税等 68 325

少数株主損益調整前四半期純利益 250 723

少数株主利益 99 82

四半期純利益 150 640
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 250 723

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △555 △158

繰延ヘッジ損益 △13 △9

為替換算調整勘定 △201 100

持分法適用会社に対する持分相当額 － 9

その他の包括利益合計 △770 △57

四半期包括利益 △520 665

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △583 557

少数株主に係る四半期包括利益 62 107
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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

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（平成22年4月1日～平成22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

 (注)1. セグメント利益の調整額△545百万円には、セグメント間取引消去0百万円、全社費用△546百万円が含まれております。

　      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あります。

     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おります。

当第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）

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

(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

新エネルギー
・環境事業

ライフサイクル・
エンジニアリング
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 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おります。

　      全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない売上原価及び一般管理費であります。

     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おります。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

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

当第１四半期連結会計期間から、新中長期計画「ビジョン２０１５」の策定に伴う事業構造の再構
築のため、報告セグメントの区分表示を「電力機器事業」「ビーム・真空応用装置事業」の２つの事
業セグメントから、「電力機器事業」「ビーム・真空応用事業」「新エネルギー・環境事業」「ライ
フサイクル・エンジニアリング事業」の４つの事業セグメントに変更しています。

当連結会計年度の対応する四半期連結累計期間について、変更前の区分表示により作成した報告セ
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は、以下の通りです。

(単位：百万円 未満切捨)

報告セグメント

電力機器事業
ﾋﾞｰﾑ･真空

応用装置事業
計

売上高

外部顧客への売上高 13,345 3,747 17,092 － 17,092
セグメント間の内部

売上高又は振替高 62 10 72 △ 72 － 
13,407 3,757 17,165 △ 72 17,092

セグメント利益 811 209 1,021 △ 545 476

四半期連結
損益計算書計上額

(注)2

計

調整額
(注)1
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 (注)1. セグメント利益の調整額△560百万円には、セグメント間取引消去2百万円、全社費用△563百万円が含まれております。

　      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あります。

     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おります。

報告セグメント

電力機器事業
ﾋﾞｰﾑ･真空

応用装置事業
計

売上高

外部顧客への売上高 15,761 6,256 22,018 － 22,018
セグメント間の内部

売上高又は振替高 108 21 130 △ 130 － 
15,870 6,278 22,148 △ 130 22,018

セグメント利益 626 862 1,489 △ 560 928

調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書計上額

(注)2

計
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(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。

4.　補足情報

(1)海外売上高

（単位：百万円未満切捨）

(2)所在地別セグメント情報

前年同四半期 当四半期
(平成22年4月～平成22年6月) (平成23年4月～平成23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 5,898 34.5 7,820 35.5
その他 92 0.5 1,920 8.7

合計 5,990 35.0 9,740 44.2

区　　分

前第１四半期連結累計期間（平成22年4月1日～平成22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 13,171 3,916 5 17,092 － 17,092
セグメント間の内部

売上高又は振替高 664 177 27 868 △ 868 － 
計 13,835 4,093 32 17,961 △ 868 17,092

セグメント利益 290 727 △ 4 1,014 △ 538 476

調整額
四半期連結
損益計算書

計上額

報告セグメント

当第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 325 738 5 1,069 △ 140 928

調整額
四半期連結
損益計算書

計上額

報告セグメント

日新電機㈱(6641)平成24年3月期  第1四半期決算短信

－10－

14386
下線

14386
下線

14386
下線

14386
下線

14386
下線

14386
下線


	（訂正）「平成24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
	★平成24年3月期1Q_1109
	2011年1Q（平成24年3月期　第1四半期）サマリー情報_修正反映後
	11.5再チェック  (参考)修正後 201106決算短信連結_追加情報削除
	【定性的情報】修正後 201106決算短信連結_追加情報削除
	2011年1Q（平成24年3月期　第1四半期）_修正反映後
	11.5再チェック  (参考)修正後 201106決算短信連結_追加情報削除

	●訂正前_日新電機(6641)平成24年3月期  第1四半期決算短信
	サマリー（マーチ変更）20110720_1610
	目次（マーチ修正）
	定性的情報（フン修正）
	XBRL
	セグメント
	補足情報



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




