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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 16,655 15.0 268 217.8 307 137.9 185 152.6
25年3月期第3四半期 14,481 △2.8 84 ― 129 ― 73 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 299百万円 （178.9％） 25年3月期第3四半期 107百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 15.53 ―
25年3月期第3四半期 6.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 15,765 9,277 58.6
25年3月期 16,231 9,142 56.1

（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 9,234百万円 25年3月期 9,103百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年3月期 ― 0.00 ―

26年3月期（予想） 10.00 10.00

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、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 ： 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

通期 25,000 11.5 660 14.5 700 11.6 430 8.1 35.78



(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 ： 無

(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き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予想は、発表日現在において入手している情報に基づき判断した予想であり、
実際の業績とは異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、【添付書類】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

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 ： 無
②①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3Q 13,428,000 株 25年3月期 13,428,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,560,647 株 25年3月期 1,411,244 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 11,954,639 株 25年3月期3Q 12,202,825 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和策により円高是正、株

価回復が進み、景気は緩やかな回復傾向にあります。一方、原材料価格の上昇や、来年度からの消費税

増税による個人消費の懸念等、国内景気の先行きは依然として不透明な状況にあると考えられます。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、お客様の真の満足のために、使いやすい仕

組みや機能を提案することにより市場創造や商品開発を行い、受注拡大と収益力強化に注力してまいり

ました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、受注高は175億58百万円（前年同期比3.1％

減）、売上高は166億55百万円（前年同期比15.0％増）、営業利益２億68百万円（前年同期比217.8％

増）、経常利益は３億７百万円（前年同期比137.9％増）、四半期純利益は１億85百万円（前年同期比

152.6％増）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

（通信設備エンジニアリング事業） 

モバイルならびに映像・音響関連設備工事等が堅調に推移したものの、受注高は115億28百万円（前

年同期比9.3％減）となりましたが、前年同期に受注したインフラ設備関連工事等が順調に推移したこ

とから売上高は107億44百万円（前年同期比19.7％増）となりました。 

（ＩＣＴソリューション事業） 

連結子会社２社の増加があり、顧客ニーズに合わせたＩＴシステム等の提案営業を積極的に展開した

結果、受注高は60億30百万円（前年同期比11.4％増）、売上高は59億10百万円（前年同期比7.4％増）

となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は157億65百万円で前連結会計年度末比４億66百

万円の減少となりました。これは流動資産においては107億４百万円と、前連結会計年度末比４億56百

万円減少し、固定資産が50億60百万円と、前連結会計年度末比９百万円減少したことによります。 

流動資産の減少の主な要因は、「受取手形・完成工事未収入金等」が前連結会計年度末比16億49百万

円減少したこと等であります。 

固定資産の減少の主な要因は、「無形固定資産」が前連結会計年度末比72百万円減少したこと等であ

ります。 

負債の部は64億87百万円で、前連結会計年度末比６億１百万円減少しました。内訳は流動負債で前連

結会計年度末比６億98百万円減少し、固定負債で前連結会計年度末比97百万円増加しております。 

流動負債の減少の主な要因は、「支払手形・工事未払金等」が前連結会計年度末比７億88百万円減少

したこと等であります。 

固定負債の増加の主な要因は、「長期借入金」が前連結会計年度末比52百万円増加したこと等であり

ます。 

純資産は92億77百万円で前連結会計年度末比１億34百万円の増加となりました。主な要因としまして

は、「その他有価証券評価差額金」が前連結会計年度末比１億11百万円増加したこと等であります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の56.1％から58.6％に増加いたしました。 

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

（２）財政状態に関する説明
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連結業績予想につきましては、現時点においては、平成25年５月13日に公表しました業績予想を変更

しておりません。 

  

  

第１四半期連結会計期間において、重要性が増したことに伴い、三洋コンピュータ株式会社及び

ＮＮＣ株式会社を連結子会社にしております。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,822,911 2,842,631

受取手形・完成工事未収入金等 6,517,347 4,867,452

有価証券 955,562 1,200,720

未成工事支出金 549,166 1,425,684

商品 44,440 94,228

材料貯蔵品 17,843 6,519

その他 263,946 268,864

貸倒引当金 △10,276 △1,736

流動資産合計 11,160,941 10,704,363

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,047,127 2,047,127

その他（純額） 945,854 901,087

有形固定資産合計 2,992,982 2,948,215

無形固定資産 498,640 426,570

投資その他の資産   

投資有価証券 1,278,414 1,415,409

その他 321,718 291,774

貸倒引当金 △21,107 △21,235

投資その他の資産合計 1,579,025 1,685,948

固定資産合計 5,070,648 5,060,734

資産合計 16,231,589 15,765,097

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,414,654 2,626,446

短期借入金 1,750,000 1,830,000

1年内返済予定の長期借入金 － 15,996

未払法人税等 179,537 33,614

賞与引当金 147,959 87,745

工事損失引当金 1,536 －

その他 547,406 748,360

流動負債合計 6,041,094 5,342,162

固定負債   

退職給付引当金 649,217 682,714

長期借入金 － 52,671

その他 398,407 410,027

固定負債合計 1,047,624 1,145,412

負債合計 7,088,719 6,487,574
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,493,931 1,493,931

資本剰余金 1,428,916 1,428,916

利益剰余金 6,283,988 6,356,379

自己株式 △406,912 △458,777

株主資本合計 8,799,922 8,820,448

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 334,163 445,193

土地再評価差額金 △30,665 △30,665

その他の包括利益累計額合計 303,498 414,528

少数株主持分 39,449 42,546

純資産合計 9,142,870 9,277,522

負債純資産合計 16,231,589 15,765,097
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 14,481,352 16,655,060

売上原価 12,718,809 14,558,730

売上総利益 1,762,543 2,096,330

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 721,238 746,086

賞与引当金繰入額 16,336 31,523

退職給付費用 34,028 26,485

その他 906,417 1,023,589

販売費及び一般管理費合計 1,678,020 1,827,685

営業利益 84,523 268,645

営業外収益   

受取利息 2,338 1,826

受取配当金 30,331 32,692

その他 28,544 26,866

営業外収益合計 61,215 61,384

営業外費用   

支払利息 13,347 12,320

固定資産除却損 1,208 9,819

その他 2,058 767

営業外費用合計 16,615 22,907

経常利益 129,123 307,123

税金等調整前四半期純利益 129,123 307,123

法人税、住民税及び事業税 32,825 94,170

法人税等調整額 23,929 24,464

法人税等合計 56,754 118,635

少数株主損益調整前四半期純利益 72,368 188,487

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,136 2,798

四半期純利益 73,505 185,688
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 72,368 188,487

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 35,130 111,327

その他の包括利益合計 35,130 111,327

四半期包括利益 107,499 299,815

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 108,560 296,718

少数株主に係る四半期包括利益 △1,061 3,096

－7－

日本電通㈱(1931)　平成26年3月期第3四半期決算短信



  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日 至  平成24年12月31日) 

  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

(注) １ セグメント利益の調整額 △660,817千円は、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っております。 

  

 Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日 至  平成25年12月31日) 

  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

(注) １ セグメント利益の調整額△648,543千円は、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っております。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

        (単位：千円)

  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 

通信設備エンジ

ニアリング事業

ＩＣＴソリュー

ション事業
計

売上高          

 外部顧客への売上高 8,979,083 5,502,268 14,481,352 ─ 14,481,352

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

9,760 55,806 65,566 △65,566 ─

計 8,988,844 5,558,075 14,546,919 △65,566 14,481,352

セグメント利益 471,148 274,191 745,340 △660,817 84,523
 

        (単位：千円)

  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 

通信設備エンジ

ニアリング事業

ＩＣＴソリュー

ション事業
計

売上高          

 外部顧客への売上高 10,744,970 5,910,090 16,655,060 ― 16,655,060

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

3,194 11,592 14,787 △14,787 ―

計 10,748,164 5,921,683 16,669,848 △14,787 16,655,060

セグメント利益 681,627 235,561 917,189 △648,543 268,645
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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。 

  

第１四半期連結会計期間より「ＩＣＴソリューション事業」セグメントにおいて、三洋コンピュータ

株式会社及びＮＮＣ株式会社を連結の範囲に含めております。なお、当該事象によるのれんの増加額

は、当第３四半期連結累計期間においては6,500千円であります。 

  

該当事項はありません。 

(固定資産に係る重要な減損損失)

(のれんの金額の重要な変動)

(重要な負ののれんの発生益)
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　　　　（単位：百万円）

金額 構成比 金額 構成比

受 通信設備エンジニアリング事業 12,705 （70.1%) 11,528 （65.7%) △ 1,177 （△9.3%)

注 ＩＣＴソリューション事業 5,413 （29.9%) 6,030 （34.3%) 617 （11.4%)

高 合        計 18,118 （100%) 17,558 （100%) △ 560 （△3.1%)

売 通信設備エンジニアリング事業 8,979 （62.0%) 10,744 （64.5%) 1,765 （19.7%)

上 ＩＣＴソリューション事業 5,502 （38.0%) 5,910 （35.5%) 407 （7.4%)

高 合        計 14,481 （100%) 16,655 （100%) 2,173 （15.0%)

増減率

平成25年３月期

第３四半期連結累計期間

平成26年３月期

第３四半期連結累計期間

４.補足情報

　　四半期連結受注高及び完成工事高の状況                                                          

部 門 別 比較増減
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