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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 4,368 2.0 △116 ― △109 ― △123 ―

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

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △122百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △102百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △3.16 ―

24年3月期第1四半期 △2.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 27,381 10,873 39.7
24年3月期 27,360 10,995 40.2

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  10,873百万円 24年3月期  10,995百万円

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  

25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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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) 9,700 2.4 △250 ― △260 ― △180 ― △4.61

通期 20,800 4.9 120 10.4 100 △19.4 30 ― 0.77



(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。 

※  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） 25年3月期1Q 39,095,000 株 24年3月期 39,095,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 50,210 株 24年3月期 48,811 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 39,045,839 株 24年3月期1Q 39,047,395 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、東日本大震災の復興需要を背景として、生産や企

業業績に持ち直しの動きがみられるなど、景気は緩やかに回復しつつあるものの、電力供給不安や円高

および原油高の長期化に加え、欧州の債務危機による海外経済の失速懸念など、先行きは不透明な状況

で推移いたしました。 

このような環境のもと、当第１四半期連結累計期間の業績は、新造船の需要停滞に伴う船舶用電機シ

ステム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に推移したことによ

り、売上高は4,368百万円（前年同四半期比2.0%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、総力を挙げて原

価低減活動および生産性向上に取り組みましたものの、営業損失は116百万円（前年同四半期は営業損

失99百万円）、経常損失は109百万円（前年同四半期は経常損失99百万円）、社宅廃止に伴い特別損失

を計上したことにより、四半期純損失は123百万円（前年同四半期は四半期純損失91百万円）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、海外造船所向け軸発電装置が増加したものの、受注の減少、販

売価格の下落が影響し、売上高は1,950百万円（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、国内向け常用発電装置が好調だったことに加え、海外向け常用

発電装置が増加したことにより、売上高は2,417百万円（同12.0%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21百万円増加し、27,381百万

円となりました。 

流動資産の残高は167百万円増加し、15,270百万円となりました。主な増加要因は商品及び製品の増

加395百万円、仕掛品の増加253百万円等であります。一方、主な減少要因は受取手形及び売掛金の減少

479百万円等であります。 

固定資産の残高は、146百万円減少し、12,110百万円となりました。これは主に有形固定資産が131百

万円減少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143百万円増加し、16,508

百万円となりました。 

流動負債の残高は179百万円増加し、9,121百万円となりました。主な増加要因は支払手形及び買掛金

の増加150百万円、その他流動負債の増加175百万円等であります。一方、主な減少要因は未払法人税等

の減少147百万円等であります。 

固定負債の残高は、前連結会計年度末から35百万円減少し、7,386百万円となりました。 

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122百万円減少し、

10,873百万円となりました。これは主に四半期純損失123百万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40.2%から39.7%へと0.5%低下しました。 

  

 平成24年５月９日に公表いたしました連結業績予想から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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 406,611 495,967 

グループ預け金 1,656,656 1,538,289 

受取手形及び売掛金 9,123,538 8,644,294 

商品及び製品 965,795 1,361,148 

仕掛品 2,113,902 2,367,659 

原材料及び貯蔵品 183,833 188,297 

その他 683,671 702,587 

貸倒引当金 △31,086 △27,365 

流動資産合計 15,102,924 15,270,879 

固定資産   

有形固定資産   

土地 8,434,719 8,402,551 

その他（純額） 2,275,143 2,176,146 

有形固定資産合計 10,709,862 10,578,698 

無形固定資産 38,815 35,492 

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,508,524 1,496,905 

貸倒引当金 － △115 

投資その他の資産合計 1,508,524 1,496,789 

固定資産合計 12,257,202 12,110,980 

資産合計 27,360,126 27,381,859 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,412,993 6,562,995 

短期借入金 1,200,000 1,200,000 

未払法人税等 150,434 2,593 

引当金 74,699 77,061 

その他 1,103,473 1,278,799 

流動負債合計 8,941,601 9,121,450 

固定負債   

長期借入金 1,000,000 1,000,000 

再評価に係る繰延税金負債 2,860,736 2,860,511 

退職給付引当金 3,482,896 3,457,621 

その他の引当金 61,940 51,477 

資産除去債務 17,077 17,168 

固定負債合計 7,422,651 7,386,779 

負債合計 16,364,252 16,508,229 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24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 3,156,488 2,995,578 

自己株式 △8,752 △8,918 

株主資本合計 5,880,361 5,719,284 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,930 10,952 

土地再評価差額金 5,137,129 5,174,633 

為替換算調整勘定 △38,546 △31,241 

その他の包括利益累計額合計 5,115,512 5,154,344 

純資産合計 10,995,873 10,873,629 

負債純資産合計 27,360,126 27,381,859 
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,281,338 4,368,069 

売上原価 3,527,174 3,656,454 

売上総利益 754,164 711,614 

販売費及び一般管理費 853,450 828,276 

営業損失（△） △99,285 △116,662 

営業外収益   

受取利息 5,455 433 

受取配当金 5,153 2,921 

不動産賃貸料 9,140 9,140 

受取保険金 － 5,968 

その他 1,722 2,412 

営業外収益合計 21,471 20,875 

営業外費用   

支払利息 11,292 6,591 

為替差損 4,460 4,958 

その他 5,647 2,508 

営業外費用合計 21,400 14,058 

経常損失（△） △99,214 △109,845 

特別損失   

減損損失 － 46,105 

特別損失合計 － 46,105 

税金等調整前四半期純損失（△） △99,214 △155,951 

法人税、住民税及び事業税 2,483 2,476 

法人税等調整額 △10,316 △35,022 

法人税等合計 △7,833 △32,546 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △91,381 △123,405 

少数株主利益 － － 

四半期純損失（△） △91,381 △123,405 

西芝電機㈱　(6591)　平成25年３月期 第１四半期決算短信

－5－



 （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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △91,381 △123,405 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,568 △5,977 

為替換算調整勘定 △4,092 7,305 

その他の包括利益合計 △10,660 1,327 

四半期包括利益 △102,042 △122,077 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △102,042 △122,077 

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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