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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年 3月期第1四半期 17,700 △3.1 224 △36.2 △37 ― △182 ―
23年 3月期第1四半期 18,275 25.6 351 53.7 △694 ― △556 ―

（注） 包括利益    24年 3月期第1四半期 332百万円（ ― ％） 23年 3月期第1四半期 △667百万円（ ― ％） 

 

 
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

24年 3月期第1四半期 △2.31 ― 
23年 3月期第1四半期 △7.02 ― 

 
（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 ％ 

24年 3月期第1四半期 120,113  48,830 39.8 
23年 3月期 122,009 49,039 39.3 

（参考）自己資本  24年3月期第1四半期  47,775百万円  23年3月期 47,992百万円 

 
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 
23年 3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 
24年 3月期 ―  

24年 3月期(予想)  6.00 ― 6.00 12.00 

(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24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期(累計) 42,200 7.9 1,700 △11.8 1,400 38.7 900 95.9 11.35
通  期 88,000 5.8 6,000 11.1 5,500 18.1 3,300 22.9 41.63

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 

 

 



 

 

４．その他 

（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 
 

 

（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) 24年3月期1Ｑ 80,286,464株 23年3月期 80,286,464株

② 期末自己株式数 24年3月期1Ｑ 1,022,432株 23年3月期 1,020,777株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年3月期1Ｑ 79,265,140株 23年3月期1Ｑ 79,286,370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、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 

・本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要
素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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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 

当第 1四半期における当社グループの事業環境は、一段と進んだ円高、株価の低迷などに加えて、東日本

大震災の影響など、不透明感が増しています。 

 

工業部門では、インダストリアル事業製品を中心に３月と９月に納期が集中するため、当第１四半期の売上

も低調でした。しかしながら、原油価格の上昇、エネルギー関連投資の活発化などを背景に、受注の回復傾

向が鮮明となり、特に独 LEWA グループのポンプ受注が高水準で推移しました。医療部門では、認可取得ま

でに時間を要した新しい透析装置の本格的な市場投入が秋口以降となることから、第 2 四半期にかけて引き

続き低調な販売が続くものと予測しています。 

  

 受注高は 22,155百万円（対前年同四半期比 6.1%増）、売上高は 17,700百万円（同 3.1%減）、利益面では、

営業利益が 224 百万円（同 36.2%減）、経常損失 37 百万円（前年同四半期は経常損失 694 百万円）、四半期

純損失182百万円（前年同四半期は四半期純損失 556百万円） となりました。円高による為替差損の発生が

営業外損益に、株価低迷による保有株式の減損処理が特別損益に影響しました。 

 

〔セグメントの状況 〕 

≪工業部門≫ 

工業部門は、その取扱製品により、インダストリアル事業本部、本年４月に発足した精密機器事業本部と、航

空宇宙事業本部の３事業本部に区分しています。 

 

＜インダストリアル事業本部＞ 

国内の主要顧客が設備投資に慎重な姿勢が続く中、東日本大震災の発生に伴い一部の案件で延期やキ

ャンセルとともに、復興に伴う受注と売上もありました。ポンプ部門では、エネルギー関連業界で新興国を中心

とした設備投資が回復してきており、とりわけオイル&ガス業界の設備投資の活発化によりLEWAグループの受

注が好調に推移しました。 

 

一方、水質調整システム部門では、国内の新規原子力発電所の建設計画の大幅な見直しや稼働停止など

の動きがある中、火力発電所の復旧、増強に対して、積極的な営業に取組みました。 

 

この結果、受注高は 10,159 百万円、売上高は 6,583 百万円となりました。 

 

＜精密機器事業本部＞ 

精密機器事業本部は、高精度精密機器分野において一層の業容拡大を図るために、本年４月に発足しま

した。前期までインダストリアル事業本部に属していたセラミック等の電子部品製造装置事業および粒子計測

機器事業に加え、水・空気浄化機器事業等の新事業の開拓に取り組んでいます。 

  

当四半期においては、電子部品製造装置が、東日本大震災により一時、顧客の設備投資の凍結などの影

響を受けましたが、徐々に回復基調にあり、またアジア向けの引き合いが引き続き活発に推移しました。粒度

分布測定装置は、製品ラインアップの充実に努め、国内での緩やかな需要の回復とアジアにおける旺盛な需
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要に支えられ、受注・売上ともに増加傾向にあります。 

 

この結果、受注高は 1,288 百万円、売上高は 1,173 百万円となりました。 

 

なお、インダストリアル事業本部と精密機器事業本部の業績を合計した受注高は 11,448 百万円、売上高は

7,756 百万円となり、前年同四半期と比較して、受注高が 19.4％、売上高は 2.4%、それぞれ増加しました。 

 

＜航空宇宙事業本部＞ 

当第１四半期においては、航空機需要が引き続き堅調に回復してきています。本年３月に稼働したベトナム

工場での生産も順調に行われ、主力製品の出荷はほぼ計画どおりに進み、新規製品の引き合いも増加してい

ます。しかしながら、一部の製品の出荷のずれ込みや一段と進んだ円高のもと、コストの低減にいっそう努めま

したが、受注・売上ともに前年同四半期を下回りました。 

 

受注高は 879 百万円（対前年同四半期比 11.9％減）、売上高は 882 百万円（同 11.0％減）となりました。 

 

≪医療部門≫ 

＜メディカル事業本部＞ 

当第 1 四半期は、国内では、フレゼニウス社から事業を譲り受けたダイアライザーと腹膜透析関連製品の新

規取扱いが当社グループの売上に寄与したものの、自動化対応多用途透析装置の新製品の製造認可取得

が遅れたことにより苦戦が続きました。また、海外においては、中南米向けの透析装置の販売が好調でしたが、

前期における韓国の関係会社の譲渡による売上の減少や欧州での持続的腎代替療法（CRRT）用透析装置

販売の減少などが、業績に影響しました。 

 

この結果、受注高は 9,827 百万円（対前年同四半期比 4.6％減）、売上高は 9,060 百万円（同 6.7%減）となり

ました。 

 

なお、昨年５月に設立しました中国の透析装置の製造・販売・メンテナンスを目的とした合弁会社における

生産は、年末の販売開始目標に向けて計画どおりに進捗しております。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第 1 四半期末の資産合計は 120,113 百万円となり、前期末に比べて 1,895 百万円減少しています。主な

要因は、短期借入金を返済したことなどによる手元現預金の減少などです。 

当第 1 四半期末の負債合計は 71,283 百万円となり、前期末に比べて 1,686 百万円減少しています。主な

要因は、短期借入金を返済したことなどです。 

当第 1 四半期末の純資産合計は 48,830 百万円となり、前期末に比べて 209 百万円減少しています。主な

要因は、当第 1 四半期の純損失の計上などです。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

工業部門では、東日本大震災により原子力発電所関連事業への影響を懸念していますが、当期において

は限定的と予測しており、ポンプ事業が回復基調にあること、LEWA グループの受注が好調であること、精密

機器事業の堅調な売上や航空機需要が増加していることから、概ね計画どおりに推移するものと見込んでい
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ます。 

一方、医療部門では、遅れていた透析装置の新製品の製造認可を本年６月に取得しましたが、国内の装置

販売を早急に回復させるために、販売開始に向け全力を挙げていく必要があると認識しています。 

このような中、現時点では、当期の業績予想は、平成 23 年５月９日に発表した予想数値から変更はありませ

ん。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 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 

当社の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もり、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おります。 

 

(2) 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。 
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,290 21,167

受取手形及び売掛金 25,945 22,623

商品及び製品 4,024 4,552

仕掛品 4,491 6,567

原材料及び貯蔵品 6,121 6,583

繰延税金資産 1,239 1,411

未収還付法人税等 － 125

その他 1,427 1,602

貸倒引当金 △485 △491

流動資産合計 66,056 64,142

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,518 10,540

機械装置及び運搬具（純額） 3,069 2,975

土地 4,117 4,121

リース資産（純額） 119 109

建設仮勘定 117 252

その他（純額） 1,109 1,098

有形固定資産合計 19,051 19,098

無形固定資産   

のれん 24,282 23,919

特許権 263 278

電話加入権 42 42

リース資産 54 45

その他 1,512 1,651

無形固定資産合計 26,154 25,937

投資その他の資産   

投資有価証券 8,855 8,985

長期貸付金 16 0

繰延税金資産 199 214

破産更生債権等 18 17

前払年金費用 708 617

その他 966 1,117

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 10,747 10,935

固定資産合計 55,952 55,970

資産合計 122,009 120,113
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,960 11,535

短期借入金 10,898 9,886

1年内返済予定の長期借入金 3,592 3,658

リース債務 79 72

未払金 1,583 1,775

未払消費税等 26 18

未払法人税等 922 332

未払費用 1,144 1,313

賞与引当金 1,514 714

役員賞与引当金 46 11

設備関係支払手形 14 14

その他 1,999 2,557

流動負債合計 33,782 31,891

固定負債   

社債 6,000 6,000

長期借入金 31,433 31,490

リース債務 99 87

繰延税金負債 1,064 1,206

退職給付引当金 400 421

役員退職慰労引当金 19 16

長期預り保証金 12 12

その他 157 157

固定負債合計 39,186 39,392

負債合計 72,969 71,283

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,544 6,544

資本剰余金 10,700 10,700

利益剰余金 32,241 31,582

自己株式 △840 △841

株主資本合計 48,646 47,986

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 833 1,041

為替換算調整勘定 △1,487 △1,252

その他の包括利益累計額合計 △653 △211

少数株主持分 1,047 1,055

純資産合計 49,039 48,830

負債純資産合計 122,009 120,113

日機装(株) (6376) 平成24年３月期 第１四半期決算短信

6



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 18,275 17,700

売上原価 12,489 11,691

売上総利益 5,786 6,008

販売費及び一般管理費 5,434 5,784

営業利益 351 224

営業外収益   

受取利息 7 8

受取配当金 94 135

持分法による投資利益 65 －

受取賃貸料 38 39

その他 57 74

営業外収益合計 262 257

営業外費用   

支払利息 282 183

持分法による投資損失 － 2

為替差損 982 267

その他 43 64

営業外費用合計 1,308 519

経常損失（△） △694 △37

特別利益   

固定資産売却益 0 19

貸倒引当金戻入額 6 －

特別利益合計 6 19

特別損失   

固定資産除却損 0 0

固定資産売却損 0 －

投資有価証券評価損 － 159

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 30 －

その他 19 －

特別損失合計 51 160

税金等調整前四半期純損失（△） △738 △178

法人税等 △228 △51

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △509 △127

少数株主利益 46 55

四半期純損失（△） △556 △182
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △509 △127

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △391 207

為替換算調整勘定 248 224

持分法適用会社に対する持分相当額 △14 27

その他の包括利益合計 △157 459

四半期包括利益 △667 332

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △740 259

少数株主に係る四半期包括利益 72 72
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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 

 
Ⅰ. 前第１四半期連結累計期間(自  平成 22年４月１日  至  平成 22年６月 30日) 

１  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 

合計 
調整額 

(注)１ 

四半期連結損益

計算書計上額 

 (注)２   
工業部門 医療部門 

売上高 

外部顧客への売上高 8,567 9,708 18,275 ― 18,275 

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ― 

計 8,567 9,708 18,275 ― 18,275 

セグメント利益又は損失(△) △343 1,426 1,083 △731 351 

(注)１ セグメント利益又は損失の調整額△731百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であ 

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であります。 

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なっております。 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   （固定資産に係る重要な減損損失） 

    該当事項はありません。 

 

   （のれんの金額の重要な変動） 

    該当事項はありません。 

 

Ⅱ. 当第１四半期連結累計期間(自  平成 23年４月１日  至  平成 23年６月 30日) 

1 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 

合計 
調整額 

(注)１ 

四半期連結損益

計算書計上額 

 (注)２   
工業部門 医療部門 

売上高 

外部顧客への売上高 8,639 9,060 17,700 ― 17,700 

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ― 

計 8,639 9,060 17,700 ― 17,700 

セグメント利益 394 690 1,084 △860 224 

(注)１ セグメント利益の調整額△860百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。

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であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。 

2  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

(5) 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 23年４月１日 至 平成 23年６月 30日) 

該当事項はありません。 
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