
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成23年7月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 明電舎 上場取引所 東 大 名
コード番号 6508 URL http://www.meidensha.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 稲村 純三
問合せ先責任者 （役職名） 広報・IR部長 （氏名） 鶴田 功 TEL 03-6420-8222
四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 24,065 19.7 △4,349 ― △4,842 ― △3,215 ―
23年3月期第1四半期 20,111 △13.7 △4,524 ― △4,436 ― △2,946 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △3,267百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △3,872百万円 （―％）

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 △14.17 ―
23年3月期第1四半期 △12.98 ―

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

24年3月期第1四半期 187,562 48,539 24.7 203.88
23年3月期 206,871 52,722 24.4 222.56
（参考） 自己資本 24年3月期第1四半期 46,270百万円 23年3月期 50,508百万円

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
期末配当予想につましては、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

23年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

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) 65,000 21.2 △5,000 ― △6,000 ― △4,000 ― △17.63
通期 185,000 10.3 7,000 21.1 5,500 19.2 2,500 109.0 11.02



(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きの対象外であり、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
四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きは終了しておりません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（1）本資料の業績予想は、当社が発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と大きく
異なる可能性があります。
（2）平成24年3月期の期末の配当予想については、現時点では未定のため開示しておりません。配当予想を決定しましたら速やかに開示いたします。

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 227,637,704 株 23年3月期 227,637,704 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 690,589 株 23年3月期 690,417 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 226,947,232 株 23年3月期1Q 226,962,201 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、本年３月に発生した東日本大震災に起因する電力供給問題、

また為替動向に対する懸念などから、先行き不透明感が拭えないまま推移しました。日本経済の回復には長期の時間

がかかることが予想されており、重電業界におきましても、先行きが見通しにくい経営環境が続いております。 

 このような情勢の中、当社グループでは全社的な原価低減、固定費削減に努めると同時に、中期経営計画「ＰＯＷ

ＥＲ５」で掲げる成長・新事業の強化に向けた施策に取り組んでおります。 

当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が 百万円（前年同期比 百万円増）となりました。損

益につきましては、営業損失は 百万円（前年同期比175百万円改善）、経常損失は 百万円（前年同期

比406百万円悪化）、当期純損失は 百万円（前年同期比269百万円悪化）となりました。 

  

セグメント別の状況は次の通りであります。なお、売上高につきましては、セグメント間の取引を含んでおりま

す。 

  

①社会システム事業分野 

 前年度下半期の受注高の増加により、売上高は前年同期比14.0％増の 百万円となりました。 

  

（社会システム事業関連） 

 官公庁や自治体向けなど公共分野を中心に、他社との競争が激化しており、事業環境は厳しい状況が続いており

ます。東日本大震災の影響により、電力、公共分野、民間各分野ともに、設備投資計画が延期・中止される一方、

電力不足に対応するための発電設備の需要は増加しております。 

 このような中、節電対策や省エネルギーのための積極的な提案を行うとともに、太陽光発電設備など再生可能エ

ネルギーを活用した各種エネルギーシステムの拡販に取り組んでおります。また、電鉄分野では、従来からの変電

設備のほか、当社が得意とする画像認識技術を活かした架線検測装置など特長製品の開発、販売にも注力しており

ます。 

  

（水・環境事業関連） 

 公共投資の削減や新たな浄水場・下水処理場建設の減少、他社との競争激化などにより事業環境は厳しさを増し

ております。 

 このような中、東日本大震災で被災されたお客様設備の復旧に全力で取り組むと同時に、浄水場、下水処理場向

け電気設備の新規及びリプレース物件の受注獲得への取り組みを強化しております。また、新規分野として取り組

んでおります下水、排水処理用セラミック平膜の量産体制の整備を進めるとともに、海外販売体制の確立に向けた

市場調査等を行っております。 

  

（海外事業関連） 

昨今の円高基調により受注環境は厳しい状況が続いております。 

そのような中、中国、東南アジア、中東において電力用、電鉄用などの変電機器や発電設備の拡販に努めており

ます。また、昨年度より工事を進めていた中東における太陽光発電所が完成し、運転を開始しました。東南アジア

市場を中心に、このような太陽光発電プラントの受注獲得にも注力しております。 

   

②産業システム事業分野 

 一部に震災の影響はあるものの、民需市場は着実に回復しており、売上高は前年同期比24.3％増の 百万円と

なりました。 

  

（コンポーネント事業関連） 

 期初には東日本大震災の影響もありましたが、半導体製造に用いられる各種機器や産業用機械に用いられるモー

タ・インバータの需要は順調に回復しております。 

 このような中、三菱自動車工業株式会社様の電気自動車「i－ＭｉＥＶ（アイ・ミーブ）」に搭載されるモー

タ・インバータの安定供給に取り組んでおりますほか、中国現地法人ではこれまでのモータに加えてインバータの

現地生産に向けた準備を進めており、新工場が9月に操業を開始する予定です。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

24,065 3,953

△4,349 △4,842

△3,215

12,758

5,896
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（動計・搬送事業関連） 

 自動車メーカー向け試験装置の分野では、東日本大震災の影響により、一部研究開発設備計画の延期、中止はあ

りますが、電気自動車・ハイブリッド車など環境対応車向け試験機への需要は高まっており、その拡販に努めてお

ります。また、研究開発設備の需要が増加している中国、タイ、インドなど海外市場での拡販にも積極的に取り組

んでおります。 

 搬送分野においては、フォークリフト用モータ・コントローラの需要が増加しております。また、中国、タイ等

海外での簡易型ＡＧＶ（無人搬送車）の需要が増加しており、両現地法人での生産体制を強化しております。 

  

③エンジニアリング事業分野 

 メンテナンスサービスの需要は堅調に推移しており、売上高は前年同期比50.4％増の 百万円となりました。 

 東日本大震災で被災されたお客様設備の復旧に全力で取り組むとともに、通常のメンテナンスに、お客様のニーズ

に対応した設備診断など新たなサービスを付加し、さらにお客様にとってメリットあるサービスの提案活動に積極的

に取り組んでおります。 

  

④不動産事業分野 

 業務・商業ビルThinkPark（東京都品川区大崎）を中心として保有不動産の賃貸事業を行っており、売上高は前年

同期と同水準の 百万円となりました。 

  

⑤その他の事業分野 

 その他の製品販売、従業員の福利厚生サービス、化成製品を提供する事業など、報告セグメントに含まれない事

業については、売上高は前年同期比 ％増の 百万円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」）比 百万円減少し、

百万円となりました。  

 流動資産は、前期末に計上した売上債権の回収が進み受取手形及び売掛金が減少するなどし、前期末比 百万

円減少し 百万円となりました。 

 固定資産は、保有する上場株式の市場価格下落に伴い投資有価証券の評価額が減少するなどし、前期末比 百

万円減少の 百万円となりました。 

 負債は、仕入債務及びコマーシャル・ペーパーの減少等により前期末比 百万円減少し 百万円となり

ました。 

 当第１四半期連結累計期間末の純資産合計は、四半期純損失の計上及び剰余金の配当に伴い前期末比 百万円

減少して 百万円となりました。この結果、自己資本比率は前期末の24.4%から24.7%となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの事業は、電力会社や官公庁向けの各種電気設備や、地方自治体向けの上下水処理設備等において、

年度末に売上が集中する傾向がございます。そのため、第１四半期につきましては、売上高は年間の数値に対して相

対的に低い水準にとどまり、また損益についても大幅な損失を計上しておりますが、業績は概ね予想通り推移してお

り、平成23年5月13日に公表いたしました業績予想については、第２四半期累計期間、通期ともに変更はありませ

ん。 

 なお、本日「日立製作所、富士電機、明電舎が変電・配電事業分野での合弁解消に向け具体的な検討を開始」を発

表致しましたが、今後検討を進める中で当期の業績に影響が出ることが判明した場合には、速やかに開示致します。

  

 該当事項はありません。 

   

2,913

820

12.0 5,899

19,308 187,562

17,350

91,686

1,958

95,875

15,126 139,022

4,182

48,539

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 12,067 8,953

受取手形及び売掛金 60,183 35,043

商品及び製品 3,395 2,335

仕掛品 25,364 35,006

原材料及び貯蔵品 1,554 1,960

繰延税金資産 3,615 5,281

その他 3,165 3,419

貸倒引当金 △309 △313

流動資産合計 109,037 91,686

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 41,130 40,653

機械装置及び運搬具（純額） 10,261 9,910

土地 9,365 9,370

建設仮勘定 413 469

その他（純額） 1,865 1,775

有形固定資産合計 63,037 62,178

無形固定資産 3,176 3,010

投資その他の資産   

投資有価証券 23,008 22,096

長期貸付金 377 29

繰延税金資産 5,896 6,323

その他 2,404 2,304

貸倒引当金 △66 △66

投資その他の資産合計 31,620 30,686

固定資産合計 97,834 95,875

資産合計 206,871 187,562
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（単位：百万円）

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 27,989 23,756

短期借入金 8,633 7,325

コマーシャル・ペーパー 22,000 12,000

未払法人税等 1,179 200

前受金 8,518 14,984

賞与引当金 5,080 2,479

製品保証引当金 864 61

受注損失引当金 625 659

その他 19,876 18,371

流動負債合計 94,767 79,838

固定負債   

長期借入金 32,602 31,764

退職給付引当金 22,446 23,082

役員退職慰労引当金 109 124

環境対策引当金 1,120 1,120

債務保証損失引当金 16 16

繰延税金負債 19 21

その他 3,067 3,054

固定負債合計 59,381 59,183

負債合計 154,149 139,022

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,070 17,070

資本剰余金 13,197 13,197

利益剰余金 19,057 14,930

自己株式 △151 △151

株主資本合計 49,173 45,046

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,515 2,223

繰延ヘッジ損益 △46 △46

為替換算調整勘定 △1,133 △952

その他の包括利益累計額合計 1,335 1,224

少数株主持分 2,213 2,269

純資産合計 52,722 48,539

負債純資産合計 206,871 187,562
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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：百万円）

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 20,111 24,065

売上原価 16,946 19,789

売上総利益 3,165 4,276

販売費及び一般管理費 7,689 8,625

営業損失（△） △4,524 △4,349

営業外収益   

受取利息 5 9

受取配当金 195 230

持分法による投資利益 147 －

その他 575 269

営業外収益合計 923 510

営業外費用   

支払利息 214 225

出向者関係費 204 261

持分法による投資損失 － 168

減価償却費 110 95

その他 305 252

営業外費用合計 835 1,003

経常損失（△） △4,436 △4,842

特別利益   

貸倒引当金戻入額 18 －

その他 8 0

特別利益合計 26 0

特別損失   

投資有価証券評価損 － 271

早期割増退職金 270 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24 －

特別損失合計 295 271

税金等調整前四半期純損失（△） △4,704 △5,113

法人税、住民税及び事業税 111 9

過年度法人税等 238 －

法人税等調整額 △2,101 △1,901

法人税等合計 △1,751 △1,891

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,953 △3,222

少数株主損失（△） △7 △6

四半期純損失（△） △2,946 △3,215
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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：百万円）

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（△） △2,953 △3,222

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,069 △291

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 95 243

持分法適用会社に対する持分相当額 56 3

その他の包括利益合計 △918 △45

四半期包括利益 △3,872 △3,267

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,887 △3,326

少数株主に係る四半期包括利益 15 59
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

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損失（△） △4,704 △5,113

減価償却費 1,741 1,656

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,658 △2,598

退職給付引当金の増減額（△は減少） 487 635

受注損失引当金の増減額（△は減少） 154 34

製品保証引当金の増減額（△は減少） △11 △803

受取利息及び受取配当金 △201 △240

支払利息 214 225

持分法による投資損益（△は益） △147 168

投資有価証券評価損益（△は益） － 271

売上債権の増減額（△は増加） 33,341 31,733

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,970 △8,874

仕入債務の増減額（△は減少） △6,010 △5,405

その他 △1,730 △685

小計 11,480 11,008

利息及び配当金の受取額 217 250

利息の支払額 △111 △130

法人税等の支払額 △293 △980

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,293 10,149

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 △1,062 △557

有形固定資産の売却による収入 12 2

無形固定資産の取得による支出 △97 △119

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

関係会社株式の取得による支出 △80 △50

関係会社株式の売却による収入 140 －

補助金の受取額 － 46

その他 △154 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,243 △708

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） △11,690 △1,602

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △4,000 △10,000

長期借入れによる収入 4,750 －

長期借入金の返済による支出 △316 △578

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △651 △670

少数株主への配当金の支払額 △3 －

その他 127 148

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,784 △12,702

現金及び現金同等物に係る換算差額 40 97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,694 △3,165

現金及び現金同等物の期首残高 11,180 11,986

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1 49

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △0

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,487 8,870
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 該当事項はありません。  

  

Ⅰ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）1．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他の製品販売、従業員の福利

厚生サービス、化成製品等を提供する事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 百万円、売上原価の

うち配分不能額 百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円が含まれております。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験費であります。 

３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報  

（注）1．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他の製品販売、従業員の福利

厚生サービス、化成製品等を提供する事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 百万円、売上原価

のうち配分不能額 百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円が含まれております。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験費であります。 

３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

 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）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  
  

        報告セグメント        
その他

  
 （注1）

合計
調整額 
（注）2 

   

四半期連結損益
計算書計上額 

（注）3  
  

社会シス
テム事業 

産業シス
テム事業 

エンジニ
アリング
事業 

不動産事
業 小計

売上高    

  外部顧客に対する 

 売上高 
10,541  3,786 1,846 754 16,929 3,181  20,111  － 20,111

  セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
648  957 91 65 1,763 2,083  3,847  (3,847) －

 計 11,190  4,743 1,937 820 18,693 5,265  23,959  (3,847) 20,111

 セグメント利益又は 

 セグメント損失(△) 
△2,823  △923 △879 304 △4,323 △134  △4,457  (67) △4,524

△67 15

255 △339

  （単位：百万円）

  
  

        報告セグメント        
その他

  
 （注）1

合計
調整額 
（注）2  

  

四半期連結損益
計算書計上額 

（注）3  
  

社会シス
テム事業 

産業シス
テム事業 

エンジニ
アリング
事業 

不動産事
業 小計

 売上高    

  外部顧客への売上高 12,033  4,742 2,859 754 20,390 3,674  24,065  － 24,065

  セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
724  1,154 54 65 1,999 2,224  4,224  (4,224) －

 計 12,758  5,896 2,913 820 22,389 5,899  28,289  (4,224) 24,065

 セグメント利益又は 

 セグメント損失(△) 
△2,919  △894 △563 296 △4,081 △6  △4,088  (260) △4,349

△260 10

241 △513

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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