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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 13,585 9.3 △251 ― △253 ― △324 ―

23年3月期第3四半期 12,431 △16.8 57 △87.0 16 △96.0 △177 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 54百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △212百万円 （―％）

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3四半期 △8.31 ―

23年3月期第3四半期 △4.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 27,295 10,802 39.6
23年3月期 28,164 10,747 38.2

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  10,802百万円 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月期の期末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 ― 0.00 ―

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、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  ：  有  
 

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 20,000 11.0 100 △75.8 100 △75.3 △130 ― △3.33



(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 
1.平成23年10月31日に公表いたしました業績予想は、本資料において修正しております。詳細につきましては、本日（平成24年１月31日）公表の「業績予想の修
正に関するお知らせ」をご参照ください。 
2.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）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3Q 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3Q 48,119 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3Q 39,047,261 株 23年3月期3Q 39,048,308 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、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による

急激な落ち込みから、回復の動きがみられるようになりました。しかしながら、電力供給不安の継続、

円高の進行と長期化に加え、欧州の財政問題、中国経済の成長鈍化懸念、タイの大規模洪水の影響な

ど、景気の先行きは、依然として不透明な状況で推移いたしました。 

このような環境のもと、当第３四半期連結累計期間の業績は、新造船の需要停滞に伴う前期までの受

注の減少や販売価格下落の影響がありましたが、発電システムが好調だったことにより、売上高は

13,585百万円（前年同四半期比9.3%増）となりました。 

損益につきましては、販売価格の下落、円高の継続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が、営業損失は251百万円（前年同四半期は営業利益 57百万

円）、経常損失は253百万円（前年同四半期は経常利益16百万円）となり、法人税率引下げに関連する

法律が公布されたことに伴い繰延税金資産を取り崩したことにより、四半期純損失は324百万円（前年

同四半期は四半期純損失177百万円）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たものの、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6,277百万円（前年同四半期比8.7%減）となりました。 

発電・産業システムにつきましては、国内向け常用および非常用発電装置が好調だったことに加え、

蒸気タービン発電機を始めとする海外向け常用発電装置が増加したことにより、売上高は7,308百万円

（同31.6%増）となりました。 

  

当第３四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869百万円減少し、27,295百

万円となりました。 

流動資産の残高は1,005百万円減少し、14,926百万円となりました。主な増加要因は受取手形及び売

掛金の増加506百万円、商品及び製品の増加396百万円、仕掛品の増加551百万円等であります。一方、

主な減少要因は現金及び預金の減少383百万円、グループ預け金の減少2,150百万円等であります。 

固定資産の残高は、136百万円増加し、12,368百万円となりました。これは主に有形固定資産の増加

305百万円と投資その他の資産の減少158百万円を反映したものであります。 

当第３四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924百万円減少し、16,492

百万円となりました。 

流動負債の残高は673百万円増加し、9,097百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が

899百万円増加したこと等によるものであります。 

固定負債の残高は1,597百万円減少し、7,395百万円となりました。これは主に長期借入金の減少

1,200百万円、再評価に係る繰延税金負債の減少402百万円を反映したものであります。 

当第３四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54百万円増加し、

10,802百万円となりました。主な増加要因は土地再評価差額金の増加401百万円であります。一方、主

な減少要因は四半期純損失324百万円であります。 

以上より、自己資本比率は、前連結会計年度末の38.2%から39.6%へと1.4%上昇しました。 

  

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
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営業利益、経常利益につきましては、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が、販

売価格の下落、円高の継続などにより、前回予想値を下回る見通しです。当期純利益につきましては、

上記に加えて、法人税率引下げに関連する法律が公布されたことに伴い繰延税金資産を取り崩したこと

により、前回予想値を下回る見通しです。 

なお、詳細につきましては、本日（平成24年１月31日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

  

（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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,022,379 639,309

グループ預け金 4,400,000 2,250,000

受取手形及び売掛金 7,359,387 7,865,469

商品及び製品 1,015,878 1,412,211

仕掛品 1,220,179 1,771,631

原材料及び貯蔵品 131,931 195,421

その他 842,162 829,659

貸倒引当金 △60,044 △37,372

流動資産合計 15,931,875 14,926,329

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 2,399,073

有形固定資産合計 10,528,627 10,833,792

無形固定資産 57,572 47,430

投資その他の資産 1,646,394 1,487,501

固定資産合計 12,232,594 12,368,724

資産合計 28,164,469 27,295,054

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,659,282 5,558,614

短期借入金 2,375,006 2,250,000

未払法人税等 323 45,855

引当金 96,603 64,735

その他 1,292,823 1,178,139

流動負債合計 8,424,038 9,097,345

固定負債

長期借入金 2,200,000 1,000,000

再評価に係る繰延税金負債 3,262,828 2,860,736

退職給付引当金 3,438,841 3,462,138

その他の引当金 74,283 55,343

資産除去債務 16,721 16,988

固定負債合計 8,992,674 7,395,206

負債合計 17,416,712 16,492,552
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31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 2,967,954

自己株式 △8,573 △8,641

株主資本合計 6,016,061 5,691,937

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 8,717

土地再評価差額金 4,735,784 5,137,129

為替換算調整勘定 △31,885 △35,281

その他の包括利益累計額合計 4,731,695 5,110,564

純資産合計 10,747,756 10,802,502

負債純資産合計 28,164,469 27,295,054
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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22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年12月31日)

売上高 12,431,437 13,585,893

売上原価 9,921,017 11,297,066

売上総利益 2,510,419 2,288,827

販売費及び一般管理費 2,452,423 2,540,265

営業利益又は営業損失（△） 57,996 △251,438

営業外収益

受取利息 13,088 12,781

受取配当金 18,196 5,549

不動産賃貸料 27,279 27,420

貸倒引当金戻入額 21,105 －

その他 24,106 18,468

営業外収益合計 103,776 64,220

営業外費用

支払利息 36,209 33,706

為替差損 22,104 18,393

退職金規程改訂に伴う特別補填金 47,351 －

その他 39,887 14,486

営業外費用合計 145,552 66,587

経常利益又は経常損失（△） 16,219 △253,805

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 －

たな卸資産評価損 208,357 －

特別損失合計 225,646 －

税金等調整前四半期純損失（△） △209,426 △253,805

法人税、住民税及び事業税 24,280 61,316

法人税等調整額 △56,397 9,377

法人税等合計 △32,117 70,693

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △177,308 △324,499

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △177,308 △324,499

西芝電機㈱　(6591)　平成24年３月期　第３四半期決算短信

- 6 -



  

（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22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △177,308 △324,499

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18,004 △19,079

土地再評価差額金 － 401,788

為替換算調整勘定 △16,736 △3,396

その他の包括利益合計 △34,741 379,312

四半期包括利益 △212,050 54,813

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △212,050 54,813

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）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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