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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 20,559 0.6 863 5.3 911 5.0 549 5.2
25年3月期第1四半期 20,446 △3.6 819 △10.3 867 △10.5 522 △7.5

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 34.92 ―

25年3月期第1四半期 33.20 ―

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 67,468 55,430 82.2
25年3月期 67,628 55,424 82.0

（参考） 自己資本  26年3月期第1四半期  55,430百万円 25年3月期  55,424百万円

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 ― 40.00 40.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 0.00 ― 40.00 40.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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) 42,000 3.3 1,680 2.3 1,760 2.1 1,050 0.5 66.72
通期 86,000 7.0 3,830 16.9 3,970 16.4 2,380 12.5 151.23

fumiko-taguchi
スタンプ



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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 15,943,000 株 25年3月期 15,943,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 205,854 株 25年3月期 205,854 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 15,737,146 株 25年3月期1Q 15,737,254 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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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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当第１四半期におけるわが国経済は、政府の経済政策への期待感などから生産活動や企業収益に改善

の兆しが見られたものの、円安による原材料価格の上昇や海外経済の情勢不安など、依然として先行き

は不透明な状況にあります。 

当社を取り巻く機械器具関連業界においては、円安や消費税増税に対する駆け込み需要の影響を受け

て住宅関連や自動車関連など一部の産業活動に回復は見られたものの、内需向けの設備投資が改善され

ない影響から工作機械の受注が低迷を続けるなど、厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の下で、当社においては期初より『グローバルチャレンジ プラス・ＯＮＥ 更なる

成長から挑戦へ』を基本方針として、外部環境がめまぐるしく変化する中で、顧客への情報提供、ソリ

ューション提案を進め、経営基盤の強化を図ってまいりました。具体的には、「MEKASYS」ブランドの

更なる浸透を図るため、平成25年６月に東京ビッグサイトで開催されました機械要素技術展に出展した

ほか、「MEKASYS」を日伝ブランドとしての浸透を図るため、支店・営業所単位でも積極的に展示会の

開催や企画を行っております。また、真のグローバル化へ向けて海外での営業基盤の強化、拠点の拡充

によるサービス向上に引き続き取り組み、平成25年７月にはインドネシアに駐在員事務所を開設いたし

ました。 

この結果、当第１四半期におきましては、売上高205億５千９百万円（前年同期比0.6％増）、営業利

益８億６千３百万円（前年同期比5.3％増）、経常利益９億１千１百万円（前年同期比5.0％増）とな

り、四半期純利益につきましては、５億４千９百万円（前年同期比5.2％増）と増収増益となりまし

た。 

  

当第１四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ１億６千万円減少し、674億６千８百万円と

なりました。流動資産は、前事業年度末に比べ３億７千３百万円減少し、493億９千４百万円となりま

した。これは、現金及び預金が７億９百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ２億１千２百万円増加し、180億７千３百万円となりました。 

当第１四半期末における負債合計は、前事業年度末に比べ１億６千６百万円減少し、120億３千７百

万円となりました。流動負債は、前事業年度末に比べ１億６千１百万円減少し、87億７千５百万円とな

りました。これは、支払手形及び買掛金が４億２千１百万円増加したものの、未払法人税等が５億２千

２百万円減少、賞与引当金が２億５百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ４百万円減少し、32億６千２百万円となりました。 

純資産合計は、その他有価証券評価差額金が８千５百万円増加したこと等により前事業年度末に比べ

５百万円増加し、554億３千万円となりました。 

  

平成26年３月期通期の業績予想につきましては、現時点では、平成25年５月８日の決算発表時に公表

いたしました業績予想からの変更はありません。 

  

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

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

㈱日伝（9902）　平成26年３月期　第1四半期決算短信（非連結）

2



該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,772 25,063

受取手形及び売掛金 19,718 20,025

商品 3,789 4,042

その他 506 284

貸倒引当金 △19 △20

流動資産合計 49,768 49,394

固定資産   

有形固定資産 10,742 10,731

無形固定資産 102 102

投資その他の資産   

その他 7,017 7,240

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 7,015 7,238

固定資産合計 17,860 18,073

資産合計 67,628 67,468

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,191 7,612

賞与引当金 397 191

その他 1,348 970

流動負債合計 8,937 8,775

固定負債   

退職給付引当金 753 741

その他 2,513 2,520

固定負債合計 3,266 3,262

負債合計 12,203 12,037

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,368 5,368

資本剰余金 7,283 7,283

利益剰余金 42,221 42,141

自己株式 △560 △560

株主資本合計 54,311 54,231

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,113 1,199

評価・換算差額等合計 1,113 1,199

純資産合計 55,424 55,430

負債純資産合計 67,628 67,468
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(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 20,446 20,559

売上原価 17,557 17,674

売上総利益 2,888 2,884

販売費及び一般管理費 2,069 2,021

営業利益 819 863

営業外収益   

受取配当金 35 35

仕入割引 86 76

その他 17 20

営業外収益合計 139 132

営業外費用   

支払利息 19 18

売上割引 63 59

その他 8 6

営業外費用合計 91 84

経常利益 867 911

特別利益   

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産処分損 － 0

特別損失合計 － 0

税引前四半期純利益 867 911

法人税、住民税及び事業税 213 243

法人税等調整額 132 118

法人税等合計 345 361

四半期純利益 522 549
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）四半期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）

㈱日伝（9902）　平成26年３月期　第1四半期決算短信（非連結）

6



  

 
(注) １ （ ）内は輸出高及び輸出比率であり、内数であります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

５．補足情報

（生産、受注及び販売の状況）

① 販売実績

期別 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

比較増減（自 平成24年４月１日 （自 平成25年４月１日

  至 平成24年６月30日）  至 平成25年６月30日）

区分 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円）

動力伝導機器 9,155 44.8 9,088 44.2 △67

産 業 機 器 4,026 19.7 4,016 19.5 △9

制 御 機 器 7,264 35.5 7,454 36.3 189

合        計 20,446 100.0 20,559 100.0 112

(241) (1.2) (286) (1.4) (44)

② 仕入実績

期別 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

比較増減（自 平成24年４月１日 （自 平成25年４月１日

  至 平成24年６月30日）  至 平成25年６月30日）

区分 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円）

動力伝導機器 7,684 43.4 7,750 43.2 65

産 業 機 器 3,546 20.0 3,550 19.8 4

制 御 機 器 6,477 36.6 6,626 37.0 149

合        計 17,707 100.0 17,926 100.0 219
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