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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年9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
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 ％

28年3月期第2四半期 11,581 △0.1 48 ― 10 ― △129 ―
27年3月期第2四半期 11,597 △10.4 △103 ― △153 ― △219 ―

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 △123百万円 （―％） 27年3月期第2四半期 97百万円 （△25.7％）

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

28年3月期第2四半期 △4.59 ―
27年3月期第2四半期 △7.78 ―

(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 ％

28年3月期第2四半期 28,572 6,824 23.9
27年3月期 29,467 6,969 23.7
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 6,824百万円 27年3月期 6,969百万円

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

27年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
28年3月期 ― 0.00
28年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注)上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、後掲「種
類株式の配当の状況」をご覧ください。

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 △2.7 500 3.3 400 △7.0 200 ― 7.08

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有
新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 日本ヒューチャア株式会社
（注）詳細は、添付資料 Ｐ．３ 「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」をご覧ください。

(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
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
(注)会計基準等の改正に伴う会計方針の変更につきましては、Ｐ.３「サマリー情報(注記事項)に関する事項(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・
修正再表示」をご覧ください。

(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） 28年3月期2Q 28,300,000 株 27年3月期 28,300,000 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 51,062 株 27年3月期 49,862 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 28,249,238 株 27年3月期2Q 28,251,510 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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続が実施中であります。

※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。



種類株式の配当の状況 

  普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る 1 株当たり配当金の内訳は以下のとおりであります。 

1 株当たり配当金 

（基準日） 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 

第 1種優先株式 

27年 3月期 － 0.00 － 0.00 0.00 

28年 3月期 － 0.00 

28年 3月期（予想） － 0.00 0.00 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

第 2種優先株式 

27年 3月期 － 0.00 － 0.00 0.00 

28年 3月期 － 0.00 

28年 3月期（予想） － 0.00 0.00 

(参考) １． 第 1 種優先株式配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額であります。 

ただし、計算の結果、第 1種優先株式配当金の額が 20 円を超える場合は 20 円となります。 

    第 1 種優先株式配当金 ＝ 1,000 円 × （日本円ＴＩＢＯＲ ＋ 1.0 %） 

 ※ 日本円ＴＩＢＯＲ ････ 毎年 4月 1日現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・ 

 オファード・レート（6ヶ月物）として全国銀行協会によって公表 

 される数値 

２． 第 2種優先株式配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額であります。 

ただし、計算の結果、第 2種優先株式配当金の額が 20 円を超える場合は 20 円となります。 

    第 2 種優先株式配当金 ＝ 1,000 円 × （日本円ＴＩＢＯＲ ＋ 1.25 %） 

 ※ 日本円ＴＩＢＯＲ ････ 毎年 10月 1日現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・ 

 オファード・レート（6ヶ月物）として全国銀行協会によって公表 

 される数値 
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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、雇用状況の改善は見られたものの、民

間設備投資の伸び悩み、中国経済の成長鈍化に伴う世界経済の先行き不安などから株価が下

落するなど不透明な状況で推移しました。 

このような事業環境において当第２四半期における連結業績は、情報システムがプロジェ

クトの端境期により減少したことから、売上高が前年同期比 15百万円減少の 115億 81百万

円（前年同期比 0.1%減）となりました。 

損益に関しましては、民需事業の売上が増加したことや費用削減等により前年同期と比較

して 1億 51百万円改善し 48百万円の営業利益となり、経常利益が 1億 64百万円改善の 10

百万円となりましたが、これに特別損失 37百万円、法人税率の引下げ等による繰延税金資

産の取崩しを含む法人税等 1億 2百万円を計上したことから、前年同期と比較して 90百万

円改善したものの 1億 29百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失となりました。 

 また、計測事業を本年 7月 1日付で株式会社エー・アンド・デイへ事業譲渡いたしました。 

 

セグメント別の状況 

情報システム 

情報システムは、売上高がプロジェクトの端境期により前年同期と比較して 2億 98百

万円減少の 66億 00百万円(4.3%減)となりました。 

損益に関しましては、売上高は減少したものの費用削減等に努めた結果、前年同期と比

較して 2百万円悪化の 1億 25百万円のセグメント利益となりました。 

電子機器 

電子機器は、計測事業の事業譲渡による減収はあったものの、赤外線機器及び接合機器

が好調に推移したことから、売上高は前年同期と比較して 2億 80百万円増加(9.0%増)の

34億 8百万円となりました。 

   損益に関しましては、売上高の増加及び費用の削減等により大幅に改善し前年同期と比

較して 2億 13百万円改善し 65百万円のセグメント利益となりました。 

プリント配線板 

プリント配線板は、売上高は宇宙防衛用が低調だったものの半導体計測装置向け製品が

増加したため前年同期と比較してほぼ横ばいの 3百万円増加(0.2%増)の 15億 73百万円と

なりました。 

損益に関しましては、売上高は微増したものの、高原価率製品が増加したことから前年

同期と比較して 58百万円悪化の 1億 42百万円のセグメント損失となりました。 
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（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資産合計は、前連結会計年度末に比べ 8億 95百万円減少

し、285億 72百万円となりました。これは主に現金及び預金が 5億 52百万円増加したもの

の、受取手形及び売掛金が 15億 97百万円減少したためであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ 7億 49百万円減少し、217億 47百万円となりまし

た。これは主に退職給付に係る負債が 1億 81百万円減少したためであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 1億 45百万円減少し、68億 24百万円となりま

した。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失 1億 29百万円を計上したためであり

ます。 

 

（３） 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 28年 3月期の連結業績予想につきましては、平成 27年 4月 27日に公表いたしまし

た業績予想に修正はありません。 

なお、当社グループの売上高は、季節的変動によって下期に偏ることから、通期の業績

予想に対し第２四半期連結累計期間までの売上高並びに利益の割合が低くなっております。 

 

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 

連結子会社でありました日本ヒューチャア株式会社は、平成 27年４月１日付で当社が吸

収合併したため、第１四半期連結累計期間より連結の範囲より除外しております。 
 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 
 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21号 平成 25年９月 13日。以下「企

業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22

号 平成 25年９月 13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準第７号 平成 25年９月 13日。以下「事業分離等会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、取得関連費用を発生した連結会計年度の

費用として計上する方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び

少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反

映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財

務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第 58－２項(3)、連結会計基

準第 44－５項(3)及び事業分離等会計基準第 57－４項(3)に定める経過的な取扱いに従っ

ており、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の第１四半期連結会計

期間の期首時点の累積的影響額を資本剰余金及び利益剰余金に加減しております。 

なお、この変更に伴う四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 

日本アビオニクス㈱(6946)　平成28年度3月期第２四半期短信

3



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27年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成27年９月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,254 2,807 

受取手形及び売掛金 12,743 11,146 

たな卸資産 4,034 4,319 

その他 849 835 

貸倒引当金 △6 △2 

流動資産合計 19,875 19,105 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,497 1,441 

土地 4,004 4,004 

その他（純額） 786 663 

有形固定資産合計 6,287 6,109 

無形固定資産 389 340 

投資その他の資産 

退職給付に係る資産 1,832 1,973 

その他 1,153 1,113 

貸倒引当金 △71 △71 

投資その他の資産合計 2,914 3,016 

固定資産合計 9,592 9,467 

資産合計 29,467 28,572 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成27年９月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 4,208 4,553 

短期借入金 3,772 4,625 

未払法人税等 106 54 

賞与引当金 769 845 

製品保証引当金 56 69 

その他 2,184 1,278 

流動負債合計 11,097 11,426 

固定負債 

長期借入金 4,874 3,977 

再評価に係る繰延税金負債 1,050 1,050 

退職給付に係る負債 5,450 5,269 

その他 24 24 

固定負債合計 11,399 10,321 

負債合計 22,497 21,747 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,895 5,895 

資本剰余金 750 750 

利益剰余金 △2,634 △2,786 

自己株式 △12 △13 

株主資本合計 3,997 3,846 

その他の包括利益累計額 

土地再評価差額金 2,197 2,197 

為替換算調整勘定 9 9 

退職給付に係る調整累計額 765 770 

その他の包括利益累計額合計 2,972 2,978 

純資産合計 6,969 6,824 

負債純資産合計 29,467 28,572 
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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26年４月１日 
至 平成26年９月30日) 

当第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) 

売上高 11,597 11,581 

売上原価 9,279 9,139 

売上総利益 2,317 2,442 

販売費及び一般管理費 2,420 2,394 

営業利益又は営業損失（△） △103 48 

営業外収益 

為替差益 2 7 

受取手数料 3 3 

その他 11 5 

営業外収益合計 17 16 

営業外費用 

支払利息 55 47 

その他 13 7 

営業外費用合計 68 55 

経常利益又は経常損失（△） △153 10 

特別損失 

固定資産除却損 0 0 

減損損失 15 - 

事務所移転費用 - 13 

事業構造改善費用 - 22 

特別損失合計 15 37 

税金等調整前四半期純損失（△） △169 △26 

法人税等 50 102 

四半期純損失（△） △219 △129 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △219 △129 
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（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26年４月１日 
至 平成26年９月30日) 

当第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) 

四半期純損失（△） △219 △129 

その他の包括利益 

為替換算調整勘定 △0 0 

退職給付に係る調整額 318 5 

その他の包括利益合計 317 5 

四半期包括利益 97 △123 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 97 △123 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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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） 
 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 
 

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 

前第２四半期累計（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 9 月 30 日） 

（単位：百万円） 

 
情報システム 電子機器 プリント配線板  合計 

売 上 高     

外部顧客への売上高 6,898 3,127 1,570 11,597 

セグ メン ト間 の内部  

売上高又は振替高 
－ － － － 

計 6,898 3,127 1,570 11,597 

セグメント利益 

（営業利益） 
128 △148 △83 △103 

 

（注） セグメント利益合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

当第２四半期累計（自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 9 月 30 日） 

（単位：百万円） 

 
情報システム 電子機器 プリント配線板  合計 

売 上 高     

外部顧客への売上高 6,600 3,408 1,573 11,581 

セグ メン ト間 の内部  

売上高又は振替高 
－ － － － 

計 6,600 3,408 1,573 11,581 

セグメント利益 

（営業利益） 
125 65 △142 48 

 

（注） セグメント利益合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 
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４．補足情報

（１） 受注高及び受注残高
（単位：百万円）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

情報システム 4,711 7,501 6,247 6,431 12,273 6,783

電子機器 3,631 1,062 3,052 750 7,792 1,106

プリント配線板 1,584 703 1,296 600 3,448 877

合　計 9,927 9,268 10,596 7,781 23,515 8,767

（２） 売上高
（単位：百万円）

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比

情報システム 6,898 59.5% 6,600 57.0% 15,179 59.1% 

電子機器 3,127 27.0% 3,408 29.4% 7,245 28.2% 

プリント配線板 1,570 13.5% 1,573 13.6% 3,260 12.7% 

合　計 11,597 100%  11,581 100%  25,685 100%  

（注）　海外売上高は以下のとおりであり、内数であります。

（単位：百万円）

前年同四半期 当四半期 （参考）

平成27年3月期 平成28年3月期 平成27年3月期

第2四半期累計 第2四半期累計

海外売上高 海外売上高 海外売上高

情報システム 80 5 83

電子機器 1,274 1,262 2,736

プリント配線板 138 93 273

合　計 1,494 1,361 3,093
海外売上高の連結
売上高に占める割合 12.9% 11.8% 12.0% 

前年同四半期

平成27年3月期

第2四半期累計

当四半期

平成28年3月期

第2四半期累計

（参考）

平成27年3月期

第2四半期累計 第2四半期累計

前年同四半期 当四半期 （参考）

平成27年3月期 平成28年3月期 平成27年3月期
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