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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 4,897 △13.8 65 △74.7 50 △81.3 4 △96.4

21年3月期第1四半期 5,683 ― 259 ― 269 ― 137 ―

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

22年3月期第1四半期 0.13 ―

21年3月期第1四半期 3.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 28,569 10,347 36.2 264.86
21年3月期 29,579 10,441 35.3 267.27

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,342百万円 21年3月期  10,437百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

11,300 △9.4 150 △76.5 100 △83.0 50 △85.3 1.28

通期 24,300 △5.7 700 △60.9 650 △61.1 400 △54.6 10.24



4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 39,095,000株 21年3月期  39,095,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  44,708株 21年3月期  43,836株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 39,050,893株 21年3月期第1四半期 36,662,072株



 当第１四半期連結会計期間における経済情勢を概観しますと、一部の業種で在庫調整の進展がみられましたもの

の、依然として設備投資の抑制や個人消費の冷え込みが続くなど、極めて深刻な状況で推移しました。 

 このような環境のもとで、当第１四半期連結業績は、船舶用電機システムを中心として前期受注・当期売上案件が

少なかったこともあり、売上高は前年同四半期を下回る4,897百万円（前年同四半期比13.8%減）となりました。 

 一方、損益につきましては、徹底したコスト削減策や稼働率向上策を展開してまいりました結果、営業利益65百万

円（同74.7%減）、経常利益50百万円（同81.3%減）、四半期純利益４百万円（同96.4%減）と当初の業績予想値を概

ね確保できました。 

 主要な製品別の業績は次のとおりであります。 

 船舶用電機システムについては、新造船の需要停滞に伴う受注の減少や客先からの納期繰延要求などが影響して、

売上高は前年同四半期を下回る2,759百万円（同23.6%減）となりました。  

 発電・産業システムについては、民間設備投資の落ち込みにより、エアコンプレッサや常用発電システムの市場低

迷が続きましたが、電力会社向けに非常用発電装置の大型物件を納入しましたほか、一般産業用配電盤の大口売上が

ありましたので、売上高は前年同四半期並みの2,137百万円（同3.1%増）を確保することができました。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より主要製品の区分を変更したため、前年同四半期比較にあたっては前第１四半

期連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。  

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

460百万円増加し、2,882百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 営業活動の結果獲得した資金は 243百万円（前年同四半期は745百万円の使用）となりました。 

 主な増加要因は売上債権の減少額1,381百万円、たな卸資産の減少額354百万円、減価償却費173百万円等でありま

す。一方、減少要因は仕入債務の減少額881百万円、その他流動負債の減少額571百万円、法人税等の支払額281百万

円等によるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は159百万円（前年同四半期比36.8%減）となりました。これは主に有形固定資産の取

得による支出159百万円を反映したものであります。 

 財務活動の結果獲得した資金は377百万円（同59.2%減）となりました。これは主に、短期借入金の純増額500百万

円、配当金の支払額80百万円によるものであります。  

  平成21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。   

 該当事項はありません。 

  

棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に 

係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見 

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる

工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。  

【定性的情報・財務諸表等】

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

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,432,097 882,051

グループ預け金 1,450,000 1,540,000

受取手形及び売掛金 8,388,012 9,768,803

商品及び製品 1,591,104 1,749,160

仕掛品 1,685,493 1,839,675

原材料及び貯蔵品 265,162 307,671

その他 628,433 650,307

貸倒引当金 △30,634 △41,052

流動資産合計 15,409,670 16,696,617

固定資産   

有形固定資産   

土地 8,452,182 8,453,081

その他（純額） 2,718,311 2,431,038

有形固定資産合計 11,170,493 10,884,119

無形固定資産 107,403 113,645

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,884,290 1,887,086

貸倒引当金 △2,010 △2,010

投資その他の資産合計 1,882,280 1,885,076

固定資産合計 13,160,177 12,882,841

資産合計 28,569,847 29,579,459

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,855,151 5,738,490

短期借入金 3,116,664 2,616,664

未払法人税等 10,680 286,393

引当金 70,354 78,175

その他 1,912,577 2,136,305

流動負債合計 9,965,428 10,856,029

固定負債   

長期借入金 1,250,004 1,291,670

退職給付引当金 3,655,409 3,624,017

その他の引当金 84,305 98,790

再評価に係る繰延税金負債 3,267,101 3,267,466

固定負債合計 8,256,820 8,281,943

負債合計 18,222,248 19,137,972



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３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 2,854,578 2,966,223

自己株式 △8,148 △8,011

株主資本合計 5,579,055 5,690,837

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42,897 25,873

土地再評価差額金 4,742,035 4,742,569

為替換算調整勘定 △21,094 △21,925

評価・換算差額等合計 4,763,839 4,746,517

少数株主持分 4,704 4,130

純資産合計 10,347,599 10,441,486

負債純資産合計 28,569,847 29,579,459



（２）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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,683,717 4,897,049

売上原価 4,398,054 3,996,478

売上総利益 1,285,662 900,571

販売費及び一般管理費 1,026,487 834,977

営業利益 259,174 65,593

営業外収益   

受取利息 72 2,233

受取配当金 2,243 2,293

不動産賃貸料 10,930 10,930

貸倒引当金戻入額 18,163 10,418

その他 6,891 3,484

営業外収益合計 38,301 29,359

営業外費用   

支払利息 11,984 11,018

株式交付費 6,757 －

受注契約解約損 － 14,607

その他 9,636 19,017

営業外費用合計 28,377 44,643

経常利益 269,098 50,308

税金等調整前四半期純利益 269,098 50,308

法人税、住民税及び事業税 34,615 15,407

法人税等調整額 97,659 29,445

法人税等合計 132,275 44,852

少数株主利益又は少数株主損失（△） △485 481

四半期純利益 137,308 4,974



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 269,098 50,308

減価償却費 147,336 173,906

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,163 △10,418

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,836 31,476

その他の引当金の増減額（△は減少） △42,021 △22,306

受取利息及び受取配当金 △2,315 △4,526

支払利息 11,984 11,018

有形固定資産売却損益（△は益） － 1,400

有形固定資産除却損 2,618 2,911

無形固定資産売却損益（△は益） △1,274 －

売上債権の増減額（△は増加） 57,772 1,381,480

たな卸資産の増減額（△は増加） △719,820 354,470

その他の流動資産の増減額（△は増加） 21,198 △28,905

その他の固定資産の増減額（△は増加） 8,176 33,758

仕入債務の増減額（△は減少） 186,126 △881,083

その他の流動負債の増減額（△は減少） △116,619 △571,084

その他 － 4,536

小計 △168,067 526,942

利息及び配当金の受取額 2,315 4,526

利息の支払額 △1,746 △6,458

法人税等の支払額 △578,298 △281,083

営業活動によるキャッシュ・フロー △745,797 243,927

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △244,113 △159,917

有形固定資産の売却による収入 － 2,200

無形固定資産の取得による支出 △9,335 △7,528

無形固定資産の売却による収入 3,547 －

その他の支出 △6,465 △2,303

その他の収入 3,628 7,918

投資活動によるキャッシュ・フロー △252,738 △159,631

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 500,000

長期借入金の返済による支出 － △41,666

株式の発行による収入 1,000,125 －

配当金の支払額 △74,798 △80,793

その他 △199 △137

財務活動によるキャッシュ・フロー 925,127 377,403

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,560 △1,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △71,848 460,046

現金及び現金同等物の期首残高 930,549 2,422,051

現金及び現金同等物の四半期末残高 858,701 2,882,097



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	西芝電機㈱ (6591) 平成22年３月期 第１四半期決算短信: 西芝電機㈱ (6591) 平成22年３月期 第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -


