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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 2,839 52.1 △54 ― △35 ― △33 ―

23年3月期第1四半期 1,867 △32.1 △246 ― △219 ― △168 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △93百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △522百万円 （―％）

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 △2.37 ―

23年3月期第1四半期 △11.99 ―

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 22,853 14,146 61.9
23年3月期 22,982 14,292 62.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  14,146百万円 23年3月期  14,292百万円

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  
 

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 3.75 ― 3.75 7.50

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) 6,400 26.7 140 ― 150 ― 50 ― 3.56
通期 15,000 20.1 720 68.4 740 50.3 350 55.8 24.91



(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 「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 15,160,000 株 23年3月期 15,160,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,109,601 株 23年3月期 1,109,301 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 14,050,549 株 23年3月期1Q 14,052,928 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、東日本大震災の影響により、生産の停滞、輸出の減

少、個人消費の低迷など厳しい状況下にありましたものの、サプライチェーンの立て直しが進み、徐々

に生産活動も回復するという経過を辿りました。しかしながら、ＥＵの財政危機や米中など海外経済の

減速、円高、電力不足など多くの懸念材料を抱え、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

この様な情勢の中で、当社グループは「商品力の向上」ならびに「販売力の強化」によって、安定成

長を実現すべく、全社を挙げて努力してまいりました。その結果、当社グループの連結業績は、企業の

設備投資への戸惑いや公共投資の抑制などの影響もありましたが、手持ち受注の消化もあり、受注高31

億5千3百万円（前年同期比5.6%増）、売上高は28億3千9百万円（前年同期比52.1%増）となりました。

また、損益においては、経常損失は3千5百万円（前年同期は、経常損失2億1千9百万円）、四半期純損

失は3千3百万円（前年同期は、四半期純損失1億6千8百万円）となりました。 

  

(1)財政状態 

（資産） 

 当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末より、1億2千9百万円減少し、228億5千3百万円とな

りました。その主な要因といたしましては、売上債権の回収等により現金及び預金が5億7百万円、第2

四半期の売上の増加に伴い、原材料及び貯蔵品が2億5千9百万円、増加しましたものの、売上債権の回

収により受取手形及び売掛金が7億9千5百万円、所有株式の時価が下がり投資有価証券が8千9百万円、

それぞれ減少したことなどによるものであります。 

（負債） 

負債の部では、前連結会計年度末より1千6百万円増加し、87億6百万円となりました。その主な要因と

いたしましては、法人税等の支払により未払法人税等が1億9千万円減少しましたものの、仕入の増加に

伴い支払手形及び買掛金が5千7百万円、流動負債のその他が1億4千8百万円、それぞれ増加したことな

どによるものであります。 

（純資産） 

純資産の部は、前連結会計年度末より1億4千5百万円減少し、141億4千6百万円となりました。その主

な要因といたしましては、利益剰余金が8千5百万円、その他有価証券評価差額金が5千9百万円減少した

ことなどによるものであります。 

  

当四半期の業績につきましては、概ね予想通りに推移しております。従いまして、現段階では平成23

年5月13日の発表時の業績予想数値を継続したいと考えます。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

該当事項はありません。 

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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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３．四半期連結財務諸表等

（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 3,701,231 4,208,614

受取手形及び売掛金 6,033,500 5,238,460

仕掛品 783,514 843,522

原材料及び貯蔵品 772,095 1,031,799

繰延税金資産 194,047 202,041

その他 87,093 40,370

貸倒引当金 △17,816 △15,719

流動資産合計 11,553,667 11,549,089

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,913,288 2,878,711

土地 5,115,014 5,115,014

その他（純額） 524,544 491,948

有形固定資産合計 8,552,848 8,485,674

無形固定資産 21,017 20,367

投資その他の資産

投資有価証券 2,011,978 1,922,342

その他 873,559 911,236

貸倒引当金 △30,600 △35,500

投資その他の資産合計 2,854,938 2,798,079

固定資産合計 11,428,803 11,304,120

資産合計 22,982,470 22,853,210
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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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,185,453 3,243,435

短期借入金 620,250 620,250

未払法人税等 203,847 13,164

その他 930,815 1,079,759

流動負債合計 4,940,366 4,956,609

固定負債

長期借入金 336,000 336,000

再評価に係る繰延税金負債 1,989,538 1,989,538

退職給付引当金 1,146,580 1,158,776

役員退職慰労引当金 169,993 161,669

その他 107,152 103,765

固定負債合計 3,749,264 3,749,749

負債合計 8,689,630 8,706,358

純資産の部

株主資本

資本金 2,658,400 2,658,400

資本剰余金 2,502,759 2,502,759

利益剰余金 5,944,266 5,858,325

自己株式 △291,376 △291,474

株主資本合計 10,814,049 10,728,009

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 577,544 517,596

土地再評価差額金 2,901,245 2,901,245

その他の包括利益累計額合計 3,478,790 3,418,842

純資産合計 14,292,840 14,146,851

負債純資産合計 22,982,470 22,853,210
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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 1,867,088 2,839,439

売上原価 1,480,556 2,207,815

売上総利益 386,532 631,623

販売費及び一般管理費 632,844 686,213

営業損失（△） △246,312 △54,589

営業外収益

受取利息 479 324

受取配当金 15,529 17,393

助成金収入 10,347 －

その他 5,162 6,448

営業外収益合計 31,518 24,166

営業外費用

支払利息 3,193 3,152

コミットメントフィー 1,183 1,164

その他 633 827

営業外費用合計 5,010 5,144

経常損失（△） △219,804 △35,567

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,676 －

特別利益合計 1,676 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,607 －

環境対策費 11,823 －

固定資産除却損 － 10

その他 2,148 －

特別損失合計 26,579 10

税金等調整前四半期純損失（△） △244,707 △35,578

法人税、住民税及び事業税 16,034 12,930

法人税等調整額 △92,278 △15,258

法人税等合計 △76,244 △2,327

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △168,463 △33,250

四半期純損失（△） △168,463 △33,250
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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（△） △168,463 △33,250

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △354,324 △59,948

その他の包括利益合計 △354,324 △59,948

四半期包括利益 △522,787 △93,199

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △522,787 △93,199

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

西部電機㈱ (6144) 平成24年3月期 第1四半期決算短信

－7－




