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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） 

 

(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 ％

24年3月期第1四半期 4,281 19.5 △99 ― △99 ― △91 ―

23年3月期第1四半期 3,583 △26.8 △74 ― △23 ― △64 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △102百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △80百万円 （―％）

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 △2.34 ―

23年3月期第1四半期 △1.64 ―

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 28,378 10,645 37.5
23年3月期 28,164 10,747 38.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  10,645百万円 23年3月期  10,747百万円

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  

24年3月期の配当予想につきましては、現時点では未定であります。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― ― ―

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） 

（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) 9,600 13.5 20 △86.2 0 ― 0 ― 0.00
通期 20,000 11.0 380 △8.1 340 △16.2 200 68.3 5.12

                         



(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、四半期決
算短信（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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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

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） 24年3月期1Q 39,095,000 株 23年3月期 39,095,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 47,605 株 23年3月期 47,605 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 39,047,395 株 23年3月期1Q 39,048,626 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災によ

り、大きな損害を被り、サプライチェーンの寸断や計画停電の実施などから経済活動は一気に停滞しま

した。また、電力供給問題に加え、原材料高の進行、円高の更なる進行など、景気の先行きは益々不透

明さを増す状況となりました。 

このような環境のもと、当第１四半期連結累計期間の業績は、新造船の需要停滞等による受注の減少

や販売価格の下落が影響しておりますものの、発電システムの増加により、売上高は4,281百万円（前

年同四半期比19.5%増）となりました。 

損益につきましては、価格競争の激化、原材料の値上がり、更なる円高の進行など厳しい経営環境が

続くなか、原価低減活動および経費削減策に全力で取り組みましたものの、営業損失は99百万円（前年

同四半期は営業損失74百万円）、経常損失は99百万円（前年同四半期は経常損失23百万円）となり、四

半期純損失は91百万円（前年同四半期は四半期純損失64百万円）となりました。 

当社グループは単一セグメントであるため、主要製品別に業績を示すと次のとおりであります。  

船舶用電機システムにつきましては、海外造船所向け発電機の納入は増加しましたが、前期までの受

注の減少、販売価格の下落が影響し、売上高は2,123百万円（前年同四半期比8.1%減）となりました。 

発電・産業システムにつきましては、非常用発電装置の大口物件の納入がありましたことから、売上

高は2,157百万円（同69.6%増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から213百万円増加し、28,378百

万円となりました。  

流動資産の残高は67百万円減少し、15,864百万円となりました。主な増加要因は現金及び預金の増加

386百万円、仕掛品の増加524百万円等であります。一方、主な減少要因は受取手形及び売掛金の減少

1,072百万円等であります。 

固定資産の残高は、281百万円増加し、12,513百万円となりました。これは主に有形固定資産が297百

万円増加したことによるものであります。  

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ315百万円増加し、17,732

百万円となりました。  

流動負債の残高は327百万円増加し、8,751百万円となりました。主な要因はその他流動負債が527百

万円増加したこと等であります。  

固定負債の残高は、前連結会計年度末から大きな変動はなく8,980百万円となりました。  

当第１四半期連結会計期間末における純資産残高は、前連結会計年度末に比べ102百万円減少し、

10,645百万円となりました。これは主に、四半期純損失91百万円を反映したものであります。  

以上より、自己資本比率は、前連結会計年度末の38.2%から37.5%へと0.7%低下しました。  

  

平成23年４月28日に公表いたしました連結業績予想からは修正は行っておりません。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表

（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 1,022,379 1,408,533

グループ預け金 4,400,000 4,400,000

受取手形及び売掛金 7,359,387 6,286,595

商品及び製品 1,015,878 1,156,242

仕掛品 1,220,179 1,745,150

原材料及び貯蔵品 131,931 181,010

その他 842,162 730,118

貸倒引当金 △60,044 △43,359

流動資産合計 15,931,875 15,864,292

固定資産

有形固定資産

土地 8,435,466 8,434,719

その他（純額） 2,093,160 2,391,829

有形固定資産合計 10,528,627 10,826,548

無形固定資産 57,572 54,935

投資その他の資産 1,646,394 1,632,465

固定資産合計 12,232,594 12,513,949

資産合計 28,164,469 28,378,242

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,659,282 4,511,776

短期借入金 2,375,006 2,333,340

未払法人税等 323 293

引当金 96,603 85,681

その他 1,292,823 1,820,702

流動負債合計 8,424,038 8,751,794

固定負債

長期借入金 2,200,000 2,200,000

再評価に係る繰延税金負債 3,262,828 3,262,525

退職給付引当金 3,438,841 3,459,628

その他の引当金 74,283 41,770

資産除去債務 16,721 16,810

固定負債合計 8,992,674 8,980,733

負債合計 17,416,712 17,732,527

                         

西芝電機㈱ （6591） 平成24年３月期 第１四半期決算短信

-3-



  

(単位：千円)

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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,232,562 2,232,562

資本剰余金 500,062 500,062

利益剰余金 3,292,009 3,201,071

自己株式 △8,573 △8,573

株主資本合計 6,016,061 5,925,123

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 27,796 21,228

土地再評価差額金 4,735,784 4,735,340

為替換算調整勘定 △31,885 △35,978

その他の包括利益累計額合計 4,731,695 4,720,590

純資産合計 10,747,756 10,645,714

負債純資産合計 28,164,469 28,378,242
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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 3,583,884 4,281,338

売上原価 2,859,461 3,527,174

売上総利益 724,423 754,164

販売費及び一般管理費 799,187 853,450

営業損失（△） △74,763 △99,285

営業外収益

受取利息 4,164 5,455

受取配当金 17,420 5,153

不動産賃貸料 10,930 9,140

貸倒引当金戻入額 20,054 －

その他 21,195 1,722

営業外収益合計 73,766 21,471

営業外費用

支払利息 12,338 11,292

為替差損 2,564 4,460

その他 7,828 5,647

営業外費用合計 22,730 21,400

経常損失（△） △23,728 △99,214

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 17,288 －

特別損失合計 17,288 －

税金等調整前四半期純損失（△） △41,016 △99,214

法人税、住民税及び事業税 19,339 2,483

法人税等調整額 3,726 △10,316

法人税等合計 23,066 △7,833

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △64,083 △91,381

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △64,083 △91,381
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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（△） △64,083 △91,381

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,191 △6,568

為替換算調整勘定 △1,648 △4,092

その他の包括利益合計 △16,839 △10,660

四半期包括利益 △80,923 △102,042

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △80,923 △102,042

少数株主に係る四半期包括利益 － －

                         

西芝電機㈱ （6591） 平成24年３月期 第１四半期決算短信

-6-



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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