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（訂正）「平成25年３月期 第２四半期決算短信〔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10月30日付「平成25年３月期 第２四半期決算短信〔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２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)   
 平成24年10月30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11月13日 配当支払開始予定日 平成24年12月6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２四半期の連結業績（平成 24 年４月１日～平成 24 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 ％ 

25年３月期第２四半期 45,440 5.1 1,177 △14.1 1,185 △20.9 479 △44.2 

24年３月期第２四半期 43,247 12.1 1,371 △7.2 1,498 △5.5 859 20.6  
(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △658 百万円( － ％)  24年３月期第２四半期 △48 百万円( △72.4 ％) 
  

 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２四半期 4.49 － 

24年３月期第２四半期 8.04 8.04 
  

 
  

（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２四半期 105,501 59,188 53.6 

24年３月期 111,401 60,366 51.8  
(参考) 自己資本 25年３月期第２半期 56,534 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 － 5.00    

25年３月期(予想)   － 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、対前期増減率) 

 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 

通期 102,000 1.7 7,000 △5.8 7,000 △9.9 3,800 4.1 35.55  
(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（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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 106,883,118 株 24年３月期２Ｑ 106,852,917 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

 通期の業績予想につきましては、中国経済の減速及び領土問題での受注の減少の懸念等を勘案し、売
上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも、前回公表値（平成24年8月29日公表）を下方修正してい
ます。 
 （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２四半期（平成24年4月1日～平成24年9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2,192百万円増加し45,440百万円となりまし
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1,526百万円減少しました。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1,054百万円増加しました。新エネルギー・環境
事業は、太陽光発電システムの増加等により、前年同期に比べ1,302百万円増加しました。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1,361百万円増加しました。 
 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312百万円減少し、
1,185百万円となりました。 
 特別損益については、タイ国での洪水被害による保険金収入585百万円を特別利益として計上し、タ
イ国での洪水被害による追加損失77百万円、投資有価証券評価損233百万円、日新電機（呉江）有限公
司の清算決議に伴う固定資産減損損失397百万円及び関係会社整理損177百万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379百万円減少し、479百万円となりました。 
 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２四半期末で105,501百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,899百万円減少しま

した。これは主として、現金及び預金の減少、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２四半期末で46,313百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,721百万円減少しま

した。これは主として、支払手形及び買掛金の減少、及び短期借入金の減少によるものです。 

 純資産の部は、当第２四半期末で59,188百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,177百万円減少し

ました。これは主として、その他有価証券評価差額金の減少、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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 7,417 4,716 

  受取手形及び売掛金 39,444 36,471 

  たな卸資産 27,492 26,261 

  その他 6,194 7,895 

  貸倒引当金 △708 △718 

  流動資産合計 79,840 74,626 

 固定資産   

  有形固定資産 21,811 22,075 

  無形固定資産 1,484 1,326 

  投資その他の資産   

   その他 8,629 7,820 

   貸倒引当金 △364 △347 

   投資その他の資産合計 8,265 7,473 

  固定資産合計 31,561 30,875 

 資産合計 111,401 105,501 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 21,495 18,579 

  短期借入金 6,544 4,232 

  未払費用 5,951 5,622 

  未払法人税等 1,031 433 

  前受金 5,588 6,876 

  受注損失引当金 724 809 

  その他の引当金 1,114 1,159 

  その他 1,884 1,955 

  流動負債合計 44,334 39,669 

 固定負債   

  長期借入金 153 73 

  退職給付引当金 3,678 3,752 

  環境対策引当金 2,203 2,203 

  その他 665 614 

  固定負債合計 6,699 6,643 

 負債合計 51,034 46,313 
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 41,957 

  自己株式 △296 △296 

  株主資本合計 58,648 58,593 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 693 295 

  繰延ヘッジ損益 △19 △5 

  為替換算調整勘定 △1,587 △2,349 

  その他の包括利益累計額合計 △914 △2,059 

 新株予約権 10 ― 

 少数株主持分 2,621 2,654 

 純資産合計 60,366 59,188 

負債純資産合計 111,401 105,501 
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 43,247 45,440 

売上原価 31,727 34,492 

売上総利益 11,520 10,948 

販売費及び一般管理費 10,149 9,771 

営業利益 1,371 1,177 

営業外収益   

 受取利息 36 21 

 受取配当金 69 50 

 その他 241 150 

 営業外収益合計 347 222 

営業外費用   

 支払利息 128 115 

 その他 92 98 

 営業外費用合計 220 214 

経常利益 1,498 1,185 

特別利益   

 災害保険金収入 ― 585 

 特別利益合計 ― 585 

特別損失   

 減損損失 ― 397 

 投資有価証券評価損 ― 233 

 関係会社整理損 ― 177 

 災害による損失 ― 77 

 特別損失合計 ― 886 

税金等調整前四半期純利益 1,498 884 

法人税等 449 270 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,049 613 

少数株主利益 190 134 

四半期純利益 859 479 
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,049 613 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △399 △398 

 繰延ヘッジ損益 △41 14 

 為替換算調整勘定 △655 △877 

 持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △10 

 その他の包括利益合計 △1,097 △1,271 

四半期包括利益 △48 △658 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △109 △665 

 少数株主に係る四半期包括利益 60 7 
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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２四半期連結累計期間（平成23年4月1日～平成23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

(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 22,093 11,480 2,553 7,120 43,247 － 43,247

セグメント間の内部

売上高又は振替高 199 11 6 392 610 △ 610 － 

22,292 11,491 2,560 7,513 43,858 △ 610 43,247

セグメント利益又は損失(△) 846 602 △ 803 1,081 1,727 △ 356 1,371

 (注)1. セグメント利益又は損失の調整額△356百万円には、セグメント間取引消去△13百万円、全社費用△343百万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. セグメント利益又は損失は、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２四半期連結累計期間（平成24年4月1日～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

(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 20,567 12,535 3,855 8,482 45,440 － 45,440

セグメント間の内部

売上高又は振替高 134 15 0 549 699 △ 699 － 

20,701 12,550 3,856 9,032 46,140 △ 699 45,440

セグメント利益又は損失(△) 518 1,156 △ 886 802 1,590 △ 413 1,177

 (注)1. セグメント利益又は損失の調整額△413百万円には、セグメント間取引消去2百万円、全社費用△415百万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. セグメント利益又は損失は、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9月）

（平成24年4月～
  平成24年9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 23,302 43.4 21,121 38.9 △ 2,181 △ 9.4 44,509 44.6

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 16,460 30.6 17,468 32.2 1,008 6.1 25,077 25.1

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 5,066 9.4 6,372 11.7 1,305 25.8 11,055 11.1

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 8,931 16.6 9,317 17.2 385 4.3 19,207 19.2

53,760 100.0 54,278 100.0 518 1.0 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9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 22,093 51.1 20,567 45.2 △ 1,526 △ 6.9 45,976 45.8

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 11,480 26.5 12,535 27.6 1,054 9.2 25,135 25.0

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 2,553 5.9 3,855 8.5 1,302 51.0 9,903 9.9

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 7,120 16.5 8,482 18.7 1,361 19.1 19,325 19.3

43,247 100.0 45,440 100.0 2,192 5.1 100,341 100.0

(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

区　　　　分
（平成23年4月～
  平成23年9月）

前年同四半期 当四半期

当四半期

前期

前期

対前年同期比
増　　　　減

対前年同期比
増　　　　減

－8－



日新電機株式会社(6641)平成25年３月期 第２四半期決算短信

(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2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年10月30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11月13日 配当支払開始予定日 平成24年12月6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2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 45,440 5.1 1,245 △15.3 1,256 △21.4 536 △41.6
24年3月期第2四半期 43,247 12.1 1,471 △7.8 1,598 △6.2 918 15.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △596百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 10百万円 （―％）

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2四半期 5.02 ―
24年3月期第2四半期 8.59 8.59

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 106,031 59,718 53.8
24年3月期 112,302 60,834 51.8
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  57,064百万円 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 ― 5.00
25年3月期（予想） ― 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、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  ：  有   

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 102,000 1.7 7,000 △8.5 7,000 △12.4 3,800 2.7 35.55

（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2Q 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2Q 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2Q 106,883,118 株 24年3月期2Q 106,852,917 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

通期の業績予想につきましては、中国経済の減速及び領土問題での受注の減少の懸念等を勘案し、売
上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも、前回公表値（平成24年8月29日公表）を下方修正してい
ます。

（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２四半期（平成24年4月1日～平成24年9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2,192百万円増加し45,440百万円となりまし
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1,526百万円減少しました。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1,054百万円増加しました。新エネルギー・
環境事業は、太陽光発電システムの増加等により、前年同期に比べ1,302百万円増加しました。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1,361百万円増加しました。

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341百万円減少
し、1,256百万円となりました。

特別損益については、タイ国での洪水被害による保険金収入636百万円を特別利益として計上し、タ
イ国での洪水被害による追加損失62百万円、投資有価証券評価損233百万円、日新電機（呉江）有限公
司の清算決議に伴う固定資産減損損失397百万円及び関係会社整理損177百万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382百万円減少し、536百万円となりました。

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２四半期末で106,031百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,271百万円減少しま
した。これは主として、現金及び預金の減少、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２四半期末で46,313百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,155百万円減少しま
した。これは主として、支払手形及び買掛金の減少、及び短期借入金の減少によるものです。

純資産の部は、当第２四半期末で59,718百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,116百万円減少し
ました。これは主として、その他有価証券評価差額金の減少、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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,417 4,716

受取手形及び売掛金 39,444 36,471

たな卸資産 28,379 27,061

その他 6,194 7,624

貸倒引当金 △708 △718

流動資産合計 80,727 75,156

固定資産   

有形固定資産 21,825 22,075

無形固定資産 1,484 1,326

投資その他の資産   

その他 8,629 7,820

貸倒引当金 △364 △347

投資その他の資産合計 8,265 7,473

固定資産合計 31,575 30,875

資産合計 112,302 106,031

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,495 18,579

短期借入金 6,544 4,232

未払費用 6,049 5,622

未払法人税等 1,154 433

前受金 5,588 6,876

受注損失引当金 724 809

その他の引当金 1,114 1,159

その他 2,097 1,955

流動負債合計 44,768 39,669

固定負債   

長期借入金 153 73

退職給付引当金 3,678 3,752

環境対策引当金 2,203 2,203

その他 665 614

固定負債合計 6,699 6,643

負債合計 51,468 46,313
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 42,486

自己株式 △296 △296

株主資本合計 59,120 59,122

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 693 295

繰延ヘッジ損益 △19 △5

為替換算調整勘定 △1,592 △2,348

その他の包括利益累計額合計 △918 △2,058

新株予約権 10 －

少数株主持分 2,621 2,654

純資産合計 60,834 59,718

負債純資産合計 112,302 106,031
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 43,247 45,440

売上原価 31,627 34,424

売上総利益 11,620 11,016

販売費及び一般管理費 10,149 9,771

営業利益 1,471 1,245

営業外収益   

受取利息 36 21

受取配当金 69 50

その他 241 152

営業外収益合計 347 225

営業外費用   

支払利息 128 115

その他 92 98

営業外費用合計 220 214

経常利益 1,598 1,256

特別利益   

災害保険金収入 － 636

特別利益合計 － 636

特別損失   

減損損失 － 397

投資有価証券評価損 － 233

関係会社整理損 － 177

災害による損失 － 62

特別損失合計 － 870

税金等調整前四半期純利益 1,598 1,021

法人税等 489 351

少数株主損益調整前四半期純利益 1,108 670

少数株主利益 190 134

四半期純利益 918 536
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,108 670

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △399 △398

繰延ヘッジ損益 △41 14

為替換算調整勘定 △655 △872

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △10

その他の包括利益合計 △1,097 △1,266

四半期包括利益 10 △596

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △50 △604

少数株主に係る四半期包括利益 60 7
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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２四半期連結累計期間（平成23年4月1日～平成23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

(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 22,093 11,480 2,553 7,120 43,247 － 43,247
セグメント間の内部

売上高又は振替高 199 11 6 392 610 △ 610 － 

22,292 11,491 2,560 7,513 43,858 △ 610 43,247
セグメント利益又は損失(△) 946 602 △ 803 1,081 1,827 △ 356 1,471

 (注)1. セグメント利益又は損失の調整額△356百万円には、セグメント間取引消去△13百万円、全社費用△343百万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. セグメント利益又は損失は、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２四半期連結累計期間（平成24年4月1日～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

(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 20,567 12,535 3,855 8,482 45,440 － 45,440
セグメント間の内部

売上高又は振替高 134 15 0 549 699 △ 699 － 

20,701 12,550 3,856 9,032 46,140 △ 699 45,440
セグメント利益又は損失(△) 586 1,156 △ 886 802 1,658 △ 413 1,245

 (注)1. セグメント利益又は損失の調整額△413百万円には、セグメント間取引消去2百万円、全社費用△415百万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. セグメント利益又は損失は、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9月）

（平成24年4月～
  平成24年9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 23,302 43.4 21,121 38.9 △ 2,181 △ 9.4 44,509 44.6

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 16,460 30.6 17,468 32.2 1,008 6.1 25,077 25.1

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 5,066 9.4 6,372 11.7 1,305 25.8 11,055 11.1

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 8,931 16.6 9,317 17.2 385 4.3 19,207 19.2

53,760 100.0 54,278 100.0 518 1.0 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9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 22,093 51.1 20,567 45.2 △ 1,526 △ 6.9 45,976 45.8

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 11,480 26.5 12,535 27.6 1,054 9.2 25,135 25.0

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 2,553 5.9 3,855 8.5 1,302 51.0 9,903 9.9

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 7,120 16.5 8,482 18.7 1,361 19.1 19,325 19.3

43,247 100.0 45,440 100.0 2,192 5.1 100,341 100.0

(2)海外売上高

（単位：百万円　未満切捨）

合　　　　計

前年同四半期

区　　　　分
（平成23年4月～
  平成23年9月）

区　　　　分

合　　　　計

前年同四半期 当四半期

当四半期

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

(平成23年4月～平成23年9月) (平成24年4月～平成24年9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 15,322 35.4 12,429 27.4

その他 4,575 10.6 1,434 3.1

合計 19,898 46.0 13,864 30.5

区　　分
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(3)所在地別セグメント情報

前第２四半期連結累計期間（平成23年4月1日～平成23年9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 33,385 9,714 147 43,247 － 43,247
セグメント間の内部

売上高又は振替高 1,505 925 139 2,569 △ 2,569 － 

計 34,891 10,639 287 45,817 △ 2,569 43,247
セグメント利益 1,271 1,300 56 2,628 △ 1,157 1,471

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２四半期連結累計期間（平成24年4月1日～平成24年9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 38,457 6,817 165 45,440 － 45,440
セグメント間の内部

売上高又は振替高 824 1,370 152 2,347 △ 2,347 － 

計 39,281 8,188 318 47,788 △ 2,347 45,440
セグメント利益 1,758 615 39 2,413 △ 1,168 1,245

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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