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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 13,989 △7.5 261 △25.2 359 0.3 203 △6.8
25年3月期第1四半期 15,125 10.2 349 20.7 358 22.3 218 △32.8

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 420百万円 （63.1％） 25年3月期第1四半期 258百万円 （△20.2％）

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

26年3月期第1四半期 25.91 ―
25年3月期第1四半期 27.79 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 32,851 9,385 28.2
25年3月期 35,358 9,160 25.6
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  9,268百万円 25年3月期  9,059百万円

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

25年3月期 ― 12.00 ― 23.00 35.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 12.00 ― 23.00 35.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

（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) 33,000 △0.2 750 △21.6 800 △11.6 550 △2.8 70.07
通期 72,000 0.6 1,700 △14.2 1,700 △27.7 1,200 △16.0 152.88
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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3ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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 
  本資料に掲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
料の3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。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 7,879,005 株 25年3月期 7,879,005 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 29,951 株 25年3月期 29,909 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 7,849,075 株 25年3月期1Q 7,849,183 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１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興需要や政府の緊急経済

対策効果により、円安や株高となり、景気回復の兆しが見られるものの、依然として先行き不透

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、太陽光

発電、ＬＥＤや蓄電装置等の分野では積極的な研究開発が進められております。主要ユーザーで

ある電機業界は、生産品目や生産拠点を再編する動きが中心となり、概して業績は引き続き厳し

い状況が継続しており、比較的積極的な投資姿勢が見られた自動車業界でも、海外での生産強化

が顕著となり、国内での設備投資には慎重な姿勢が見られました。 

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、環境・

エネルギー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が、個別では

前年対比で10％程度売上が減少いたしました。 

中国では、景気の鈍化傾向が懸念されるものの、販売子会社である電計貿易(上海)有限公司の

業績が引き続き好調でした。また、性能試験や安全性試験のアウトソーシングが活発化したため、

中国国内で受託試験場を提供している電計科技研発(上海)有限公司の業績も良好に推移いたしま

した。東南アジアでは、タイの販売子会社での業績が良好に推移いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は13,989百万円（前年同四半期比7.5％減）

となりました。損益面では、個別で粗利益率が若干改善したことに加え、経費削減の効果もあり

ましたが、営業利益は261百万円（前年同期比88百万円減）となりました。経常利益は、３月末

に比較して円安が進行したことで評価分を含めた為替の差損益は約95百万円のプラスとなりまし

たので、359百万円（前年同期比1百万円増）とほぼ前期並みとなりました。四半期純利益は、

203百万円（前年同期比14百万円減）となりました。 

 

(2)  財政状態に関する説明 

（総資産） 

当第１四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2,506百万円減少し、32,

851百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,562百万円減少し、29,691百万円となりました。商

品及び製品が389百万円増加いたしましたが、受取手形及び売掛金が3,118百万円減少したこと等

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55百万円増加し、3,160百万円となりました。有形固

定資産が合計で21百万円、投資その他の資産が合計で35百万円増加したこと等によるものであり

ます。 
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(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2,839百万円減少し、20,578百万円となりました。支

払手形及び買掛金が2,571百万円、未払法人税等が338百万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108百万円増加し、2,887百万円となりました。長期借

入金が106百万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224百万円増加し、9,385百万円となりました。 

為替換算調整勘定が168百万円、その他有価証券評価差額金が17百万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25年５月13日に「平成25年３月

期決算短信」にて公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありま

せん。 

 

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１四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 

該当事項はありません。 

 

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,829,476 3,912,645

受取手形及び売掛金 25,970,159 22,851,697

商品及び製品 1,520,869 1,910,226

仕掛品 12,120 14,593

原材料及び貯蔵品 46,380 49,492

繰延税金資産 143,621 144,635

その他 758,712 853,828

貸倒引当金 △27,849 △45,654

流動資産合計 32,253,490 29,691,464

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 801,206 817,104

減価償却累計額 △387,399 △396,935

建物及び構築物（純額） 413,806 420,169

車両運搬具 127,152 137,946

減価償却累計額 △72,325 △71,056

車両運搬具（純額） 54,827 66,890

工具、器具及び備品 787,941 821,223

減価償却累計額 △527,393 △556,657

工具、器具及び備品（純額） 260,548 264,565

土地 944,613 944,613

リース資産 12,096 12,096

減価償却累計額 △6,094 △6,620

リース資産（純額） 6,002 5,475

有形固定資産合計 1,679,798 1,701,715

無形固定資産   

その他 145,639 143,976

無形固定資産合計 145,639 143,976

投資その他の資産   

投資有価証券 652,638 654,232

長期貸付金 42,707 38,353

繰延税金資産 11,716 12,891

その他 662,598 666,100

貸倒引当金 △75,077 △56,910

投資損失引当金 △14,980 －

投資その他の資産合計 1,279,604 1,314,667

固定資産合計 3,105,041 3,160,358

資産合計 35,358,532 32,851,822

日本電計株式会社(9908)　平成26年３月期　第１四半期決算短信

－4－



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,168,186 9,596,955

短期借入金 9,856,580 9,868,455

リース債務 1,927 1,538

未払法人税等 556,727 217,828

その他 834,929 893,938

流動負債合計 23,418,350 20,578,715

固定負債   

長期借入金 2,746,885 2,853,615

リース債務 5,468 5,262

その他 26,885 28,445

固定負債合計 2,779,238 2,887,322

負債合計 26,197,589 23,466,038

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 6,670,519 6,693,342

自己株式 △26,778 △26,830

株主資本合計 9,135,911 9,158,681

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,487 24,113

為替換算調整勘定 △82,897 85,887

その他の包括利益累計額合計 △76,409 110,001

少数株主持分 101,441 117,102

純資産合計 9,160,943 9,385,784

負債純資産合計 35,358,532 32,851,822
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 15,125,168 13,989,076

売上原価 13,395,746 12,276,395

売上総利益 1,729,422 1,712,681

販売費及び一般管理費 1,379,510 1,451,009

営業利益 349,912 261,671

営業外収益   

受取利息及び配当金 7,327 7,592

仕入割引 21,248 17,228

受取手数料 25,358 －

為替差益 － 94,840

受取地代家賃 311 271

その他 6,851 6,782

営業外収益合計 61,097 126,715

営業外費用   

支払利息 33,535 29,029

為替差損 19,189 －

その他 － 5

営業外費用合計 52,724 29,035

経常利益 358,285 359,351

特別損失   

固定資産除却損 1,631 2,762

投資有価証券評価損 － 6,160

特別損失合計 1,631 8,922

税金等調整前四半期純利益 356,654 350,429

法人税等 127,431 127,886

少数株主損益調整前四半期純利益 229,223 222,543

少数株主利益 11,076 19,190

四半期純利益 218,146 203,352
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 229,223 222,543

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △52,690 17,625

為替換算調整勘定 81,515 180,762

その他の包括利益合計 28,824 198,387

四半期包括利益 258,047 420,930

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 243,647 389,763

少数株主に係る四半期包括利益 14,400 31,167
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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) 

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

 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 

26年３月期第１四半期(千円) 13,989,076 17,220,392  8,942,360

25年３月期第１四半期(千円) 15,125,168 17,281,704  9,032,411

増減額(千円) △1,136,092 △61,312  △90,050

増減率（％） △7.5 △0.4  △1.0

25年３月期(千円) 71,587,110 70,422,280  5,711,044

※平成25年６月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額435,123千円の価格未確定受注残高があり、確定受

注残高8,942,360千円との合計は、9,377,483千円となります。また、前期の第１四半期では、この価格未確定受

注残高は、316,566千円であり、確定受注残高9,032,411千円との合計は、9,348,977千円でしたので、対前年同期

比で28,506千円増加しております。 

 （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残高に組み入れられます。 
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