
平成28年3月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成27年11月13日

上 場 会 社 名 日本電計株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 9908 URL http://www.n-denkei.co.jp/

代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)原 潤一郎

問合せ先責任者 (役職名)代表取締役専務 (氏名)佐藤 信介 (TEL) 03-3251-5731

四半期報告書提出予定日 平成27年11月13日 配当支払開始予定日 平成27年12月7日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

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28年3月期第２四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第２四半期 39,846 16.1 1,200 12.6 1,198 1.2 785 19.0

27年3月期第２四半期 34,332 8.3 1,066 66.2 1,184 56.7 659 51.4

(注) 包括利益 28年3月期第２四半期 784百万円 (29.1％) 27年3月期第２四半期 607百万円 (△23.2％)
　

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

28年3月期第２四半期 100.03 －

27年3月期第２四半期 84.09 －
　

（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 ％

28年3月期第２四半期 45,489 13,378 29.0

27年3月期 45,509 12,807 27.7

(参考) 自己資本 28年3月期第２四半期 13,181百万円 27年3月期 12,607百万円
　

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

27年3月期 － 13.00 － 25.00 38.00

28年3月期 － 13.00

28年3月期(予想) － 25.00 38.00
(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28年3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 85,000 5.3 2,400 △9.7 2,400 △22.1 1,500 △23.1 191.13
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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

（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 ： 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

（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) 28年3月期２Ｑ 7,879,005株 27年3月期 7,879,005株

② 期末自己株式数 28年3月期２Ｑ 30,992株 27年3月期 30,752株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期２Ｑ 7,848,129株 27年3月期２Ｑ 7,848,722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ますが、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報告書のレビュー手続は終了しております。

　

※ 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

提となる仮定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２ページ「１．当四半期決算に関

する定性的情報（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。
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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我が国経済は、円安・株高基調の継続を背景として企業業績が改善し緩や

かな景気回復基調が続いておりますが、輸入原材料が割高となったことから諸物価が上昇し消費回復が遅れてい

ることに加え、中国経済の減速の影響もあり、先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループが属する電子計測器、電源機器、環境試験機器等の業界におきましては、当社の主要ユーザーで

ある電機業界では、新型スマートフォンやタブレット端末関連の売上停滞から関連する電子部品メーカーの業績

にはやや陰りが見られますが、より高性能な製品の研究開発は活発となっております。

また、自動車業界では、国内の設備投資には慎重な姿勢が見られるものの、好調な業績を背景に、海外での設

備投資が引き続き積極的に行われております。また、環境・新エネルギー関連市場でも、太陽光発電、蓄電池開

発分野等幅広い分野で底堅い研究開発が進められております。

このような状況のもと、当社グループは、国内・海外の幅広い営業拠点網を活用して、こうした関連市場を中

心に積極的なソリューション営業活動を展開いたしました。

その結果、個別では前年対比で11.6％売上が増加いたしました。国内の連結子会社では、当初想定していなか

ったスマートフォン関連の受注も寄与し、総じて順調に推移いたしました。

海外子会社では、景気の減速が懸念される中でも、中国の販売子会社である電計貿易(上海)有限公司と受託試

験場を提供している電計科技研発(上海)有限公司の業績が好調に推移いたしました。東南アジアでは、ベトナム、

タイの販売子会社の業績が良好でした。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は39,846百万円（前年同四半期比16.1％増）となりました。

営業利益は1,200百万円（前年同四半期比133百万円増）、経常利益は1,198百万円（前年同四半期比14百万円増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は785百万円（前年同四半期比125百万円増）となり、ほぼ計画どおりの業績

を上げることができました。

　

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて19百万円減少し、45,489百万円となりま

した。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7百万円減少し、41,707百万円となりました。現金及び預金が1,781百

万円、商品及び製品が731百万円、その他が127百万円増加いたしましたが、受取手形及び売掛金が2,666百万円減

少したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて11百万円減少し、3,782百万円となりました。有形固定資産合計が10百

万円増加いたしましたが、無形固定資産合計が9百万円、投資その他の資産合計が12百万円減少したことによるも

のであります。

　

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,617百万円減少し、28,846百万円となりました。短期借入金が1,954

百万円増加いたしましたが、支払手形及び買掛金が3,575百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて1,026百万円増加し、3,264百万円となりました。繰延税金負債が34百

万円減少いたしましたが、長期借入金が1,073百万円増加したこと等によるものであります。

　

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて571百万円増加し、13,378百万円となりました。利益剰余金が配当金の支

払により196百万円減少しましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益を785百万円計上したことにより588百万

円増加したこと等によるものであります。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期の予想につきましては、本資料の公表時点において、平成27年５月13日に「平成27年３月期決算短信」に

て公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。
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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

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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しております。ただし、

見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、重要な加減算項目を考慮し

て税金費用を算定しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」

(企業会計基準第22号 平成25年９月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号 平成25年

９月13日)等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配

株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び

前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,273,459 7,054,533

受取手形及び売掛金 33,399,733 30,733,166

商品及び製品 1,650,061 2,381,437

仕掛品 16,050 23,278

原材料及び貯蔵品 61,434 71,464

繰延税金資産 167,277 174,230

その他 1,221,736 1,348,914

貸倒引当金 △74,438 △79,702

流動資産合計 41,715,315 41,707,322

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 886,078 894,020

減価償却累計額 △451,249 △464,966

建物及び構築物（純額） 434,828 429,054

車両運搬具 200,351 205,022

減価償却累計額 △112,240 △123,492

車両運搬具（純額） 88,110 81,530

工具、器具及び備品 1,015,991 1,082,663

減価償却累計額 △689,399 △731,536

工具、器具及び備品（純額） 326,592 351,126

土地 1,231,389 1,231,389

リース資産 19,052 19,052

減価償却累計額 △8,589 △10,338

リース資産（純額） 10,463 8,714

有形固定資産合計 2,091,385 2,101,815

無形固定資産

リース資産 11,760 10,258

その他 136,245 128,451

無形固定資産合計 148,005 138,710

投資その他の資産

投資有価証券 954,749 884,087

長期貸付金 75,719 96,883

その他 537,367 578,382

貸倒引当金 △13,319 △17,459

投資その他の資産合計 1,554,517 1,541,893

固定資産合計 3,793,907 3,782,418

資産合計 45,509,223 45,489,741
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,453,035 12,877,219

短期借入金 11,758,660 13,713,630

リース債務 7,678 7,434

未払法人税等 809,291 528,106

その他 1,434,939 1,720,204

流動負債合計 30,463,605 28,846,595

固定負債

長期借入金 2,079,982 3,153,849

リース債務 16,549 13,289

繰延税金負債 107,516 73,210

その他 34,192 24,078

固定負債合計 2,238,241 3,264,428

負債合計 32,701,846 32,111,024

純資産の部

株主資本

資本金 1,159,170 1,159,170

資本剰余金 1,333,000 1,333,000

利益剰余金 9,301,902 9,890,759

自己株式 △27,866 △28,218

株主資本合計 11,766,205 12,354,710

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 237,980 167,052

為替換算調整勘定 603,762 660,103

その他の包括利益累計額合計 841,743 827,155

非支配株主持分 199,428 196,851

純資産合計 12,807,376 13,378,716

負債純資産合計 45,509,223 45,489,741
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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：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 34,332,858 39,846,433

売上原価 30,165,039 35,213,527

売上総利益 4,167,818 4,632,906

販売費及び一般管理費 3,100,834 3,431,937

営業利益 1,066,984 1,200,968

営業外収益

受取利息及び配当金 15,692 22,344

仕入割引 35,215 36,746

為替差益 105,982 －

受取地代家賃 2,606 5,361

その他 17,894 7,405

営業外収益合計 177,391 71,857

営業外費用

支払利息 59,105 47,072

手形売却損 853 932

為替差損 － 22,367

その他 2 3,526

営業外費用合計 59,962 73,898

経常利益 1,184,413 1,198,926

特別利益

固定資産売却益 0 1,064

投資有価証券売却益 15,574 －

特別利益合計 15,575 1,064

特別損失

固定資産売却損 － 383

固定資産除却損 681 136

投資有価証券評価損 6,359 －

特別損失合計 7,041 520

税金等調整前四半期純利益 1,192,948 1,199,471

法人税等 514,265 400,280

四半期純利益 678,682 799,190

非支配株主に帰属する四半期純利益 18,689 14,127

親会社株主に帰属する四半期純利益 659,993 785,063
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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：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 678,682 799,190

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 66,900 △70,928

為替換算調整勘定 △137,991 56,011

その他の包括利益合計 △71,091 △14,916

四半期包括利益 607,590 784,273

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 593,094 770,475

非支配株主に係る四半期包括利益 14,496 13,798
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（３）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。

５．補足情報

受注の状況

連 結

売上高 受注高 確定受注残高

28年３月期第２四半期(千円) 39,846,433 43,343,549 11,866,122

27年３月期第２四半期(千円) 34,332,858 40,780,648 12,825,271

増減額(千円) 5,513,575 2,562,901 △959,149

増減率 (％) 16.1 6.3 △7.5

27年３月期(千円) 80,712,305 82,703,829 8,369,005

　
※平成27年９月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額535,423千円の価格未確定受注残高があり、確定受注

残高11,866,122千円との合計は、12,401,545千円となります。また、前期の第２四半期では、この価格未確定受注

残高は、664,299千円があり、確定受注残高12,825,271千円との合計は、13,489,571千円でしたので、対前年同期比

で1,088,025千円減少しております。

　
（注）価格未確定受注残高とは、単なる引合い材料ではなく、受注自体は決定しているが、価格が未だ最終確定し

ていない受注のことです。この価格未確定受注残高は、価格確定時点で確定受注高に組み入れられます。
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