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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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
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 ％

29年３月期第１四半期 23,921 32.0 2,548 － 2,495 － 1,757 －

28年３月期第１四半期 18,119 10.7 △79 － 5 － △197 －
(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 △698百万円( －％) 28年３月期第１四半期 505百万円( －％)
　

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

29年３月期第１四半期 16.44 －

28年３月期第１四半期 △1.85 －
　

　

（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 ％

29年３月期第１四半期 136,625 77,995 55.5

28年３月期 143,287 79,981 54.2
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 75,857百万円 28年３月期 77,631百万円
　

　　

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

28年３月期 － 7.00 － 11.00 18.00

29年３月期 －

29年３月期(予想) 11.00 － 11.00 22.00
(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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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
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

第２四半期(累計) 47,000 10.2 2,500 28.9 2,500 20.1 1,600 12.7 14.97

通期 130,000 14.4 15,000 20.7 15,000 23.6 10,000 17.3 93.57
(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)

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.３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) 29年３月期１Ｑ 107,832,445株 28年３月期 107,832,445株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 957,693株 28年３月期 957,657株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 106,874,779株 28年３月期１Ｑ 106,875,037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「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）連結経営成績に関する説明

　

当第１四半期（平成28年４月１日～平成28年６月30日）の売上高は、円高の進展や新興国経済の減速による影響

が懸念される状況下、市場動向や顧客ニーズに対応した製品・サービスの開発と市場投入に努めた結果、前年同期

比32.0％増加の23,921百万円となりました。売上高の事業セグメント別内訳は、「電力機器事業」が7,477百万円

（前年同期比6.5％減）、「ビーム・真空応用事業」が8,979百万円（前年同期比194.9％増）、「新エネルギー・環

境事業」が2,877百万円（前年同期比9.7％減）、「ライフサイクルエンジニアリング事業」が4,586百万円（前年同

期比17.8％増）であります。「電力機器事業」では、国内一般民需が増加した一方、中国の電力会社向けが減少し

ました。「ビーム・真空応用事業」の増加は、高精細・中小型ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）製造用イオ

ン注入装置が増加したことによるものです。「新エネルギー・環境事業」の減少は、太陽光発電用パワーコンディ

ショナの減少等によるものです。「ライフサイクルエンジニアリング事業」の増加は、海外アフターサービスの増

加等によるものです。

　営業利益は、グループをあげた原価低減や企業体質の改善・強化などによる収益向上に努めた結果、2,548百万円

（前年同期は営業損失79百万円）となりました。

　特別損益項目はなく、法人税等の計上を行った結果、非支配株主に帰属する四半期損益控除後の親会社株主に帰

属する四半期純利益は、1,757百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失197百万円）となりました。

　なお、当社グループの業績は、官公庁向け及び一般民需案件で第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。

　

（２）連結財政状態に関する説明

資産の部は、当第１四半期末で136,625百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,661百万円減少しました。これ

は有価証券、たな卸資産が増加しましたが、営業債権の回収等により受取手形及び売掛金が減少したこと等による

ものです。

　負債の部は、当第１四半期末で58,630百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,674百万円減少しました。これは

前受金が増加しましたが、支払手形及び買掛金や未払費用が減少したこと等によるものです。

　純資産の部は、当第１四半期末で77,995百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,986百万円減少しました。これ

は利益剰余金が四半期純利益で増加したものの、円高により為替換算調整勘定が減少したこと等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想（前回平成28年５月12日公表）につきましては、現時点では変更しておりません。

（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。
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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（損失）に当該見積実効税率を乗

じて税金費用を計算しております。但し、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、法定実効税率を使用しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

（４）追加情報

　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 23,854 22,775

受取手形及び売掛金 47,846 34,762

電子記録債権 1,907 2,302

有価証券 57 5,094

たな卸資産 27,810 32,096

繰延税金資産 3,302 3,381

その他 4,865 3,675

貸倒引当金 △241 △246

流動資産合計 109,402 103,841

固定資産

有形固定資産 24,106 23,477

無形固定資産 1,268 1,230

投資その他の資産

その他 8,738 8,305

貸倒引当金 △229 △229

投資その他の資産合計 8,508 8,076

固定資産合計 33,884 32,784

資産合計 143,287 136,625

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,239 20,208

短期借入金 2,126 2,133

未払費用 6,885 3,882

未払法人税等 2,504 638

前受金 15,342 17,558

賞与引当金 － 1,668

その他の引当金 1,019 859

その他 4,202 3,193

流動負債合計 54,320 50,142

固定負債

退職給付に係る負債 5,962 5,728

環境対策引当金 2,154 1,917

その他の引当金 273 240

その他 594 601

固定負債合計 8,985 8,487

負債合計 63,305 58,630

決算短信（宝印刷） 2016年07月20日 18時45分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



日新電機株式会社(6641) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

― 5 ―

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28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 60,790 61,372

自己株式 △301 △301

株主資本合計 77,421 78,003

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,152 1,726

繰延ヘッジ損益 △12 △82

為替換算調整勘定 2,411 396

退職給付に係る調整累計額 △4,341 △4,186

その他の包括利益累計額合計 209 △2,146

非支配株主持分 2,350 2,137

純資産合計 79,981 77,995

負債純資産合計 143,287 136,625
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 18,119 23,921

売上原価 13,032 15,868

売上総利益 5,086 8,053

販売費及び一般管理費 5,165 5,504

営業利益又は営業損失（△） △79 2,548

営業外収益

受取利息 18 9

受取配当金 51 67

為替差益 24 69

その他 45 24

営業外収益合計 140 170

営業外費用

支払利息 31 15

デリバティブ解約損 － 196

その他 24 11

営業外費用合計 55 224

経常利益 5 2,495

特別損失

関係会社整理損 41 －

特別損失合計 41 －

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

△35 2,495

法人税等 170 643

四半期純利益又は四半期純損失（△） △206 1,851

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

△9 94

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△197 1,757
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △206 1,851

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 231 △425

繰延ヘッジ損益 △8 △69

為替換算調整勘定 345 △2,214

退職給付に係る調整額 144 159

その他の包括利益合計 712 △2,550

四半期包括利益 505 △698

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 456 △598

非支配株主に係る四半期包括利益 49 △100
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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。

（セグメント情報等）

　 前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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)

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

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

計

売上高

外部顧客への売上高 7,996 3,044 3,186 3,892 18,119 － 18,119

セグメント間の内部
売上高又は振替高

42 21 － 215 279 △279 －

計 8,038 3,065 3,186 4,107 18,398 △279 18,119

セグメント利益又は
損失（△）

△330 △396 △60 170 △616 537 △79

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額537百万円には、セグメント間取引消去△６百万円、全社費用543百万円が

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及び製造間接費の配賦差額で

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損失と調整を行っております。

　 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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)

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

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

計

売上高

外部顧客への売上高 7,477 8,979 2,877 4,586 23,921 － 23,921

セグメント間の内部
売上高又は振替高

49 133 － 287 470 △470 －

計 7,527 9,112 2,877 4,874 24,391 △470 23,921

セグメント利益又は
損失（△）

△493 2,610 △159 388 2,346 202 2,548

　
(注) １ セグメント利益又は損失の調整額202百万円には、セグメント間取引消去△14百万円、全社費用216百万円が

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及び製造間接費の配賦差額で

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おります。
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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）

前年同四半期 当四半期
対前年同期比
増 減

前 期

（平成27年４月～
　平成27年６月）

（平成28年４月～
　平成28年６月）

（平成27年４月～
　平成28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 10,415 34.9 10,672 31.0 257 2.5 55,811 40.4

ビーム・真空応用事業 9,725 32.6 16,300 47.5 6,574 67.6 38,273 27.7

新エネルギー・環境事業 4,954 16.6 3,175 9.2 △1,778 △35.9 21,042 15.2

ライフサイクルエンジニア
リング事業

4,731 15.9 4,225 12.3 △505 △10.7 23,121 16.7

合 計 29,826 100.0 34,374 100.0 4,547 15.2 138,248 100.0

２．販売実績

（単位：百万円）

前年同四半期 当四半期
対前年同期比
増 減

前 期

（平成27年４月～
　平成27年６月）

（平成28年４月～
　平成28年６月）

（平成27年４月～
　平成28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 7,996 44.1 7,477 31.3 △518 △6.5 45,359 39.9

ビーム・真空応用事業 3,044 16.8 8,979 37.5 5,934 194.9 23,516 20.7

新エネルギー・環境事業 3,186 17.6 2,877 12.0 △308 △9.7 22,911 20.2

ライフサイクルエンジニア
リング事業

3,892 21.5 4,586 19.2 694 17.8 21,830 19.2

合 計 18,119 100.0 23,921 100.0 5,802 32.0 113,618 100.0

（２）海外売上高
　

(単位：百万円）

前年同四半期 当四半期

（平成27年４月～平成27年６月） （平成28年４月～平成28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 5,671 31.3 9,918 41.5

　その他 409 2.3 786 3.3

合 計 6,080 33.6 10,705 44.8
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