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(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第87期 

第１四半期 
連結累計期間

第88期 
第１四半期 
連結累計期間

第87期

会計期間
自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 4,281,338 4,368,069 19,832,187

経常利益又は経常損失（△） (千円) △99,214 △109,845 124,084

四半期(当期)純損失（△） (千円) △91,381 △123,405 △135,964

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △102,042 △122,077 248,295

純資産額 (千円) 10,645,714 10,873,629 10,995,873

総資産額 (千円) 28,378,242 27,381,859 27,360,126

１株当たり四半期(当期) 
純損失金額（△）

(円) △2.34 △3.16 △3.48

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額

(円) - - -

自己資本比率 (％) 37.5 39.7 40.2

２ 【事業の内容】
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当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

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。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

- 3 -



 

  

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。 

  

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は61百万円であります。 

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。 

  

 当第１四半期連結累計期間において、船舶用電機システムの受注高が1,018百万円（前年同四半期比

62.7%減）と著しく減少しました。これは、海外造船所向け大口物件の成約がなかったこと、および国

内造船所向け大口物件が商談延期になったことによるものです。 

また、発電・産業システムの受注高も2,577百万円（前年同四半期比14.7%減）と減少したことから、

当第１四半期連結累計期間における受注高は3,595百万円（前年同四半期比37.5%減）となりました。 

  

(2) 財政状態の分析

(3) 研究開発活動

(4) 生産、受注及び販売の実績
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 
  

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 90,000,000

計 90,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 

(平成24年６月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成24年８月10日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 39,095,000 39,095,000
東京証券取引所
大阪証券取引所
各市場第二部

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式で
あり、単元株式数は1,000株
であります。

計 39,095,000 39,095,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式 
総数残高 
(千株)

資本金増減額 
(千円)

資本金残高 
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金 
残高 
(千円)

平成24年４月１日～
平成24年６月30日

－ 39,095 － 2,232,562 － 500,062
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当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

 
(注)１． 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日(平成24年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10,000株含まれております。 

また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれています。 

３．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式811株が含まれています。 

  

 
(注)  当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は、50,210株であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(6) 【大株主の状況】

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式    48,000 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 38,896,000 38,896 ―

単元未満株式 普通株式  151,000 ― ―

発行済株式総数          39,095,000 ― ―

総株主の議決権 ― 38,896 ―

② 【自己株式等】

平成24年３月31日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式）
西芝電機株式会社

兵庫県姫路市網干区浜田
1000番地

48,000 ― 48,000 0.12

計 ― 48,000 ― 48,000 0.12

２ 【役員の状況】
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年４月１

日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。 

  

第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【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 ※1  9,123,538 ※1  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 ※1  6,412,993 ※1  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 
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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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※１  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。 

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。 

  

 
  

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりで

あります。 

  

 
  

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) 

１．配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

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) 

１．配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

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)

受取手形 174,422千円 170,434千円

支払手形 159,027 〃 188,589 〃

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

減価償却費 117,877千円 117,387千円

(株主資本等関係)
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Ⅰ  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) 

当社グループは、「回転電気機械システム事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。 

  

Ⅱ  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) 

当社グループは、「回転電気機械システム事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。 

  

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(１株当たり情報)

項目
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)

１株当たり四半期純損失金額 2円34銭 3円16銭

（算定上の基礎）

四半期純損失金額(千円) 91,381 123,405

普通株主に帰属しない金額(千円) - -

普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 91,381 123,405

普通株式の期中平均株式数(株) 39,047,395 39,045,839

(重要な後発事象)

２ 【その他】
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成24年８月10日

西芝電機株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている西
芝電機株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24
年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、西芝電機株式会社及び連結子会社の平成24
年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 
  

   

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士    上  原         仁    印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士    松    村         豊    印

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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