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1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28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
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2四半期 48,835 △0.6 2,229 △50.7 2,113 △51.0 1,818 △34.8
28年3月期第2四半期 49,109 △0.9 4,522 △19.3 4,315 △24.8 2,790 △0.8

（注）包括利益 29年3月期第2四半期 1,122百万円 （△63.3％） 28年3月期第2四半期 3,058百万円 （6.0％）

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2四半期 44.95 ―
28年3月期第2四半期 69.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第2四半期 98,237 79,376 80.8
28年3月期 100,106 79,146 79.1
（参考）自己資本 29年3月期第2四半期 79,370百万円 28年3月期 79,137百万円

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

28年3月期 ― 35.00 ― 22.00 57.00
29年3月期 ― 25.00
29年3月期（予想） ― 25.00 50.00

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、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
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 106,000 △2.3 6,200 △45.0 5,900 △46.1 4,200 △43.3 103.80



(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 

(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、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「(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。 

※ 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 ： 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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年3月期2Q 43,000,000 株 28年3月期 43,000,000 株
② 期末自己株式数 29年3月期2Q 2,538,119 株 28年3月期 2,537,900 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期2Q 40,461,996 株 28年3月期2Q 40,438,288 株
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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わが国経済は、各種政策効果などにより雇用・所得環境の改善が続く一方

で、円高の定着などにより企業収益の改善ペースが緩やかとなり業況判断にも慎重さがみられるなど、景気の足踏

み状態が続いています。

　当業界におきましては、新設住宅着工戸数や民間非居住建築物棟数は持ち直しの動きを続けているものの、企業

の設備投資の動きに停滞感がみられたほか、太陽光発電設備の導入ピッチが鈍化傾向を続けるなど、総じて力強さ

に欠ける事業環境となりました。

　このような情勢下にあって当社グループは、前連結会計年度に子会社化したシンガポールの配電盤・制御盤メー

カーであるGathergates Group Pte Ltdが売上増加に寄与したほか、情報通信関連流通事業および工事・サービス

事業の業績が堅調に推移しました。しかし、日東工業株式会社単体が減収減益となったことから、売上高は

48,835百万円と前年同四半期比0.6％の減収、営業利益は2,229百万円と同50.7％の減益、経常利益は2,113百万円

と同51.0％の減益となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、固定資産の売却に伴う特別利益を計上したもの

の、1,818百万円と同34.8％の減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金などが減少したことにより、前連結会計年度末と

比べ1,868百万円減少し、98,237百万円となりました。

　負債は、支払手形及び買掛金などの減少により2,098百万円減少し、18,861百万円となりました。

　純資産は、剰余金の配当890百万円などによる減少がある一方、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上1,818

百万円などにより合計では229百万円増加し、79,376百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいていますが、実際の数値は今後の様々な要因により、予想数値と異

なる可能性があります。

当連結会計年度（平成29年３月期）の業績見通しにつきましては、最近の業績動向を踏まえ、通期の業績予想を

修正しました。

詳細につきましては、本日（平成28年10月31日）公表しました「平成29年３月期第２四半期業績予想と実績値と

の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
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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する方法を採用しています。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　 （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しています。

なお、この変更による当第２四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に与える

影響は軽微です。
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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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,765 20,624

受取手形及び売掛金 26,844 21,292

有価証券 8,999 6,499

商品及び製品 5,123 5,235

仕掛品 2,291 2,268

原材料及び貯蔵品 2,818 2,755

繰延税金資産 1,191 1,175

その他 1,026 897

貸倒引当金 △138 △128

流動資産合計 61,921 60,621

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,236 9,822

機械装置及び運搬具（純額） 4,342 4,004

土地 10,344 10,231

リース資産（純額） 130 111

建設仮勘定 570 2,936

その他（純額） 849 860

有形固定資産合計 26,473 27,967

無形固定資産

のれん 5,156 4,478

その他 284 243

無形固定資産合計 5,440 4,721

投資その他の資産

長期預金 500 300

投資有価証券 3,244 3,520

不動産信託受益権 1,449 -

繰延税金資産 436 479

退職給付に係る資産 34 109

その他 801 665

貸倒引当金 △196 △147

投資その他の資産合計 6,270 4,927

固定資産合計 38,184 37,616

資産合計 100,106 98,237
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,543 9,332

短期借入金 814 1,214

1年内返済予定の長期借入金 333 9

リース債務 48 45

未払法人税等 1,231 1,150

賞与引当金 2,064 1,840

役員賞与引当金 17 24

その他 4,416 4,038

流動負債合計 19,469 17,657

固定負債

長期借入金 98 85

長期未払金 55 45

リース債務 111 87

繰延税金負債 253 305

環境対策引当金 4 4

退職給付に係る負債 523 538

資産除去債務 81 82

その他 361 54

固定負債合計 1,490 1,204

負債合計 20,959 18,861

純資産の部

株主資本

資本金 6,578 6,578

資本剰余金 7,215 7,215

利益剰余金 66,909 67,837

自己株式 △2,274 △2,274

株主資本合計 78,429 79,357

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,277 1,332

為替換算調整勘定 177 △639

退職給付に係る調整累計額 △747 △679

その他の包括利益累計額合計 708 13

非支配株主持分 9 5

純資産合計 79,146 79,376

負債純資産合計 100,106 98,237
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 49,109 48,835

売上原価 35,255 36,794

売上総利益 13,854 12,041

販売費及び一般管理費 9,332 9,811

営業利益 4,522 2,229

営業外収益

受取利息 18 14

受取配当金 44 46

不動産信託受益権収入 49 47

その他 106 142

営業外収益合計 219 251

営業外費用

支払利息 2 22

売上割引 249 219

為替差損 142 72

その他 31 53

営業外費用合計 425 367

経常利益 4,315 2,113

特別利益

固定資産売却益 14 785

投資有価証券償還益 52 -

国庫補助金 50 -

新株予約権戻入益 1 -

保険解約返戻金 - 71

特別利益合計 118 857

特別損失

固定資産除売却損 21 65

固定資産圧縮損 49 -

特別損失合計 70 65

税金等調整前四半期純利益 4,363 2,904

法人税、住民税及び事業税 1,532 1,078

法人税等調整額 40 7

法人税等合計 1,573 1,086

四半期純利益 2,790 1,818

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） - △0

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,790 1,818

決算短信（宝印刷） 2016年10月31日 09時37分 8ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



日東工業株式会社(6651) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 7 ―

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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 2,790 1,818

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 87 54

為替換算調整勘定 143 △818

退職給付に係る調整額 37 67

その他の包括利益合計 268 △696

四半期包括利益 3,058 1,122

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,059 1,123

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 △1
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 4,363 2,904

減価償却費 1,320 1,326

のれん償却額 298 429

賞与引当金の増減額（△は減少） 93 △221

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 22 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） △47 △30

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △72 △74

受取利息及び受取配当金 △63 △61

保険解約返戻金 - △71

支払利息 2 22

固定資産売却損益（△は益） △14 △759

固定資産除却損 21 39

投資有価証券償還損益（△は益） △52 -

売上債権の増減額（△は増加） 5,460 5,318

たな卸資産の増減額（△は増加） △903 △182

仕入債務の増減額（△は減少） △1,057 △1,047

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,028 △65

その他 △84 △223

小計 8,256 7,309

利息及び配当金の受取額 64 60

利息の支払額 △2 △22

法人税等の支払額 △2,842 △1,047

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,475 6,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △218 △1,122

定期預金の払戻による収入 200 370

有形固定資産の取得による支出 △1,396 △3,220

有形固定資産の売却による収入 43 336

投資有価証券の取得による支出 △571 △201

投資有価証券の売却による収入 2,200 500

信託受益権の売却による収入 - 1,911

保険積立金の解約による収入 - 161

その他 18 △106

投資活動によるキャッシュ・フロー 276 △1,371
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(単位：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 50 507

長期借入金の返済による支出 - △316

配当金の支払額 △1,130 △890

自己株式の取得による支出 △2 △0

ストックオプションの行使による収入 69 -

その他 △18 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,032 △717

現金及び現金同等物に係る換算差額 26 △302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,746 3,908

現金及び現金同等物の期首残高 18,839 21,606

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額（△は減少）

22 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,608 25,514
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（４）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。

４．補足情報

　 販売の状況

（単位：百万円）

年 度

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

比 較 増 減
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

至 平成27年９月30日)

(自 平成28年４月１日

至 平成28年９月30日)

(自 平成27年４月１日

至 平成28年３月31日)

部 門 別 金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 増減率(%) 金 額 構成比(%)

配電盤関連製造事業

（配電盤） 20,946 42.7 19,908 40.8 △1,038 △5.0 45,007 41.5

（キャビネット） 10,222 20.8 9,642 19.7 △579 △5.7 21,642 20.0

（遮断器・開閉器） 2,502 5.1 2,226 4.6 △276 △11.0 5,014 4.6

（パーツ・その他） 2,664 5.4 2,340 4.8 △323 △12.2 6,403 5.9

小 計 36,336 74.0 34,118 69.9 △2,217 △6.1 78,067 72.0

情報通信関連流通事業 11,706 23.8 13,398 27.4 1,691 14.4 27,617 25.5

工事・サービス事業 1,067 2.2 1,318 2.7 251 23.6 2,778 2.5

合 計 49,109 100.0 48,835 100.0 △274 △0.6 108,463 100.0
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平成29年3月期  第２四半期決算発表参考資料

平 成 28 年 10 月 31 日

日 東 工 業 株 式 会 社

コード番 号    6 6 5 1

 1. 第２四半期累計期間の業績推移

(単位:百万円)

平成29年3月期 平成28年3月期 平成27年3月期 平成26年3月期 平成25年3月期

(実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%)

売 上 高 48,835 △ 0.6 49,109 △ 0.9 49,557 10.7 44,756 26.2 35,471 38.0

営 業 利 益 2,229 △ 50.7 4,522 △ 19.3 5,605 46.1 3,835 △ 6.6 4,106 284.3

経 常 利 益 2,113 △ 51.0 4,315 △ 24.8 5,741 52.3 3,770 △ 6.8 4,043 299.3

親会社株主に帰属する
四 半 期 純 利 益

1,818 △ 34.8 2,790 △ 0.8 2,813 14.5 2,456 5.5 2,327 351.9

 2. 通期の業績予想と実績推移

(単位:百万円)

平成29年3月期 平成28年3月期 平成27年3月期 平成26年3月期 平成25年3月期

(予 想) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%) (実 績) 増減率(%)

売 上 高 106,000 △ 2.3 108,463 △ 1.3 109,837 8.5 101,215 31.1 77,225 29.5

営 業 利 益 6,200 △ 45.0 11,264 △ 18.7 13,851 19.8 11,558 37.7 8,395 92.0

経 常 利 益 5,900 △ 46.1 10,937 △ 22.7 14,146 23.9 11,418 27.8 8,931 99.2

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

4,200 △ 43.3 7,402 0.2 7,390 3.3 7,153 39.5 5,129 127.3

 3. 販売の状況（連結）

(単位:百万円)

第２四半期（実績） 通期（予想）

売上高 構成比(%) 増減率(%) 売上高 構成比(%) 増減率(%)

配 電 盤 19,908 40.8 △ 5.0 43,400 41.0 △ 3.6

キ ャ ビ ネ ッ ト 9,642 19.7 △ 5.7 21,100 19.9 △ 2.5

遮断器・開閉器 2,226 4.6 △ 11.0 5,200 4.9 3.7

パーツ ・ その他 2,340 4.8 △ 12.2 4,800 4.5 △ 25.0

小 計 34,118 69.9 △ 6.1 74,500 70.3 △ 4.6

13,398 27.4 14.4 28,800 27.2 4.3

1,318 2.7 23.6 2,700 2.5 △ 2.8

48,835 100.0 △ 0.6 106,000 100.0 △ 2.3

 4. 設備投資額及び減価償却費推移

(単位:百万円)

設 備 投 資 額 3,230 6,960 2,944

減 価 償 却 費 1,281 3,100 2,679

損 益 計 算 書

損 益 計 算 書

平成29年3月期 平成28年3月期

第２四半期（実績）    通 期（予想）       通 期（実績）

部 門 別

配 電 盤 関 連 製造 事業

情報通信関連流通事業

工 事 ・ サ ー ビ ス 事 業

合 計

 


