


西華産業（株）（8061） 平成 21年３月期 第１四半期決算短信 

【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 

当第 1 四半期におけるわが国経済は、原油や原材料の高騰、米国経済の失速と共にアジア並びに

欧州経済の減速などの影響を受け、景気の先行きが更に不透明感を増すなど、厳しさを深めており

ます。 

このような経済環境の下、当社グループでは、収益性の高い商談に積極的に取組み、きめ細かな

営業展開を図った結果、受注高、売上高とも順調に推移し、当第 1 四半期の受注高は 347 億円とな

り、売上高は 351 億円となりました。また営業利益は 9.6 億円、経常利益は 10.6 億円、四半期純利

益は 6.1 億円となりました。 

 

[セグメント別受注および販売の状況]   

受  注  高 売  上  高 
事業部門の名称 

金額(百万円) 構 成 比(%) 金額(百万円) 構 成 比(%)

電 力 13,170 37.9 15,299 43.5

一 般 産 業 17,706 51.0 16,664 47.4

電 子 ・ 情 報 2,483 7.2 1,883 5.4

(環境保全設備） (1,153) (3.3) (868) (2.5)

機
械
等
卸
売
事
業 

     計 33,360 96.1 33,848 96.3

機械等製造事業 1,365 3.9 1,317 3.7

合       計 34,726 100 35,165 100 

(注) 環境保全設備の金額並びに構成比欄の（ ）内は、内数を示しております。 

 

２．連結財務状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 4,028 百万円（4.8％）減少し、 

79,261 百万円となりました。主な増加は、現金及び預金 1,539 百万円並びに投資有価証券の増加

1,477百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金の減少3,275百万円並びに前渡金の減少3,087

百万円であります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債の合計は前連結会計年度末に比べ 4,767 百万円（7.8％）減少

し、56,633 百万円となりました。主な減少は、支払手形及び買掛金の減少 1,478 百万円並びに前受

金の減少 3,721 百万円であります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 738 百万円（3.4％）増加し、 

22,628 百万円となりました。主な増加は、その他有価証券評価差額金の増加 843 百万円であります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成20年５月15日発表の第２四半期連結累計

期間および通期の連結業績予想に変更はありません。   

   

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） 

   該当事項なし 

 

（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 

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定して

おります。 

 

２ 棚卸資産の評価方法 

四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、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り行っております。 

 

３ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定に関しては、連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定しております。 

 

４ 税金費用の計算 

一部の連結子会社については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算しております。 

 

（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 

１ 会計処理基準に関する事項の変更 

(1) 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

   当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び 

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用し

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しており

ます。 

 

(2) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、当社においては先入先出法による

原価法、国内連結子会社については総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、評価基準については、原価法から原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は、いずれも軽微であります。 

また、セグメント情報に与える影響は、（セグメント情報）に記載しております。 
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(3) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要

な修正を行っております。 

この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は、いずれも軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、（セグメント情報）に記載しております。 

 

(4) リース取引に関する会計基準の適用 

  (貸手側) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平

成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する

連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。 

この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響はありません。 

なお、セグメント情報に与える影響は、（セグメント情報）に記載しております。 

 

(借手側) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13

号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後

開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。 

この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響はありません。 

なお、セグメント情報に与える影響は、（セグメント情報）に記載しております。 
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 西華産業（株）（8061） 平成21年３月期 第１四半期決算短信  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

（３）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（４）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第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) 

 

 
機械等 
卸売事業 
(百万円) 

機械等 
製造事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高 

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

33,848 1,317 35,165 ― 35,165

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

3 137 140 △140 ―

計 33,851 1,454 35,306 △140 35,165

営業利益 811 175 987 △23 964

(注) １ 当社および連結子会社の事業区分は製品の種類、製造方法、販売方法の類似性を考慮し、

「機械等卸売事業」および「機械等製造事業」に分類しております。 

２ 事業区分の主要な内容 

 (1) 機械等卸売事業  各種産業分野の機械設備の販売等 

 (2) 機械等製造事業  各種産業用のバルブ製造・販売等 

３ 会計処理の方法の変更 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

「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 １会計処

理基準に関する事項の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用され

たことに伴い、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定しております。 

この結果、従来の方法に比べ、第１四半期連結累計期間の機械等卸売事業および機械等製

造事業の営業利益に与える影響は、軽微であります。 

(2) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

「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 １会計処

理基準に関する事項の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、「連結

財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

この結果、従来の方法に比べ、第１四半期連結累計期間の機械等卸売事業の営業利益に与

える影響は、軽微であります。 
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(3) リース取引に関する会計基準の適用 

「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 １会計処理

基準に関する事項の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、貸手側並び

に借手側ともに「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士

協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連

結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。 

この結果、従来の方法に比べ、第１四半期連結累計期間の機械等卸売事業および機械等製

造事業の営業利益に与える影響はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第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)  

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

 

 

【海外売上高】 

当第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) 

 

 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,510 921 345 3,778

Ⅱ 連結売上高(百万円) 35,165

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

7.1 2.6 1.0 10.7

(注) １ 国又は地域の区分方法 

地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

アジア：中国、サウジアラビア、台湾 

欧州：ドイツ 

その他：米国 

３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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