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1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 64,123 19.5 △5,496 ― △6,419 ― △4,322 ―
23年3月期第2四半期 53,637 △14.9 △5,686 ― △5,791 ― △3,951 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △5,127百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △5,363百万円 （―％）

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2四半期 △19.05 ―
23年3月期第2四半期 △17.41 ―

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2四半期 190,933 46,613 23.3 195.64
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2四半期 44,400百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― ― ―

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、対前期増減率）

（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

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2Q 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2Q 691,468 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2Q 226,946,900 株 23年3月期2Q 226,960,938 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四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加え、円高の進行や

海外経済の停滞などへの懸念から、先行き不透明なまま推移しました。重電業界におきましても、先行きの見え

な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「Ｐ

ＯＷＥＲ５」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２四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 百万円改善）、経常損失は 百万円（前年同

期比 百万円悪化）、当期純損失は 百万円（前年同期比 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等により、売上高は前年同期比 ％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共に、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くな

っております。 

 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・復興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共に、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） 

 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。 

 このような中、昨年度受注したシンガポールのマイクログリッド実証プラントの１１月の運転開始に向け工

事を進めております。また、電力用、電鉄用などの変電機器や発電設備の拡販に努めるとともに、太陽光発電

用変換装置（パワーコンディショナ）の販売拡大にも積極的に取り組んでおります。 

  

②産業システム事業分野 

 コンポーネント事業関連においてやや停滞感はあるものの、動計・搬送事業関連は回復基調にあり、売上高は

前年同期比 ％増の 百万円となりました。 

  

（コンポーネント事業関連） 

 半導体製造装置の市場において第２四半期に入り需要の落ち込みがみられますが、三菱自動車工業(株)様の

電気自動車「i－ＭｉＥＶ（アイ・ミーブ）」に搭載されるモータ・インバータの増産に取り組んでおります。

また、中国現地法人に増設した新工場においてインバータの現地生産を開始しました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

64,123 10,485

5,496 189 6,419

628 4,322 371

18.5 36,069

19.3 15,198
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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計画延期となっていた一部研究開発設

備計画の再開や開発計画の拡大などにより受注環境は改善しております。電気自動車・ハイブリッド車など環

境対応車向け試験機の拡販、および既設設備の更新に注力すると共に、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。また、搬送分野においてはフォー

クリフト用モータ・インバータの需要が増加するとともに、震災の影響により国内のお客様において計画延期

となっていたＡＧＶ（無人搬送車）の設備投資計画が再開されております。海外におきましても中国・タイ等

で簡易型ＡＧＶの需要が増加しており、現地法人での調達、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 ％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・復興に全力で取り組むとともに、通常のメンテナンスに加えお

客様のニーズに対応した設備診断などのサービスをご提供しています。また、電源設備等、震災・災害復旧にお

いて必要となる設備の提案活動にも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

年同期比 ％減の 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２四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２四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23.3%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、当第２四半期連結累計期間につきましては、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、変更ありません。 

 なお、平成23年9月29日に「日立製作所、富士電機、明電舎の変電・配電事業の合弁解消に関する基本合意のお

知らせ（経過報告）」を発表致しましたが、今後、デューデリジェンス（企業価値算定）の結果等を勘案し、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。 

  

29.2 8,141

0.1 1,643

4.9 13,063

15,937

190,933

13,495

95,541

2,442

95,391

9,828 144,320

6,109

46,613

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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,067 7,277

受取手形及び売掛金 60,183 39,039

商品及び製品 3,395 3,532

仕掛品 25,364 34,989

原材料及び貯蔵品 1,554 2,240

繰延税金資産 3,615 5,808

その他 3,165 2,958

貸倒引当金 △309 △304

流動資産合計 109,037 95,541

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 41,130 40,161

機械装置及び運搬具（純額） 10,261 9,829

土地 9,365 9,366

建設仮勘定 413 485

その他（純額） 1,865 1,949

有形固定資産合計 63,037 61,792

無形固定資産 3,176 3,499

投資その他の資産   

投資有価証券 23,008 20,946

長期貸付金 377 28

繰延税金資産 5,896 6,893

その他 2,404 2,296

貸倒引当金 △66 △66

投資その他の資産合計 31,620 30,099

固定資産合計 97,834 95,391

資産合計 206,871 190,933
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,989 27,116

短期借入金 8,633 7,040

コマーシャル・ペーパー 22,000 16,000

未払法人税等 1,179 306

前受金 8,518 13,570

賞与引当金 5,080 4,796

製品保証引当金 864 60

受注損失引当金 625 642

その他 19,876 16,731

流動負債合計 94,767 86,264

固定負債   

長期借入金 32,602 30,231

退職給付引当金 22,446 23,518

役員退職慰労引当金 109 140

環境対策引当金 1,120 1,079

債務保証損失引当金 16 16

繰延税金負債 19 16

その他 3,067 3,053

固定負債合計 59,381 58,055

負債合計 154,149 144,320

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 13,823

自己株式 △151 △151

株主資本合計 49,173 43,939

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 1,571

繰延ヘッジ損益 △46 △83

為替換算調整勘定 △1,133 △1,027

その他の包括利益累計額合計 1,335 460

少数株主持分 2,213 2,212

純資産合計 52,722 46,613

負債純資産合計 206,871 190,933
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 53,637 64,123

売上原価 43,308 51,874

売上総利益 10,328 12,249

販売費及び一般管理費 16,014 17,746

営業損失（△） △5,686 △5,496

営業外収益   

受取利息 10 13

受取配当金 249 234

受取賃貸料 168 127

持分法による投資利益 348 －

その他 738 484

営業外収益合計 1,515 860

営業外費用   

支払利息 430 450

出向者関係費 463 536

減価償却費 226 190

持分法による投資損失 － 187

その他 500 417

営業外費用合計 1,621 1,783

経常損失（△） △5,791 △6,419

特別利益   

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 17 －

その他 15 －

特別利益合計 33 0

特別損失   

投資有価証券評価損 266 306

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 －

その他 － 1

特別損失合計 561 307

税金等調整前四半期純損失（△） △6,319 △6,727

法人税、住民税及び事業税 215 133

過年度法人税等 238 －

法人税等調整額 △2,847 △2,560

法人税等合計 △2,393 △2,426

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,925 △4,300

少数株主利益 25 22

四半期純損失（△） △3,951 △4,322
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 △3,925 △4,300

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,293 △941

繰延ヘッジ損益 13 △37

為替換算調整勘定 △215 152

持分法適用会社に対する持分相当額 57 △0

その他の包括利益合計 △1,437 △827

四半期包括利益 △5,363 △5,127

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,335 △5,197

少数株主に係る四半期包括利益 △27 69
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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（△） △6,319 △6,727

減価償却費 3,529 3,360

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △596 △279

退職給付引当金の増減額（△は減少） 707 1,072

受注損失引当金の増減額（△は減少） 344 17

製品保証引当金の増減額（△は減少） △11 △804

受取利息及び受取配当金 △260 △247

支払利息 430 450

持分法による投資損益（△は益） △348 187

投資有価証券評価損益（△は益） 266 306

売上債権の増減額（△は増加） 32,544 26,472

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,665 △10,535

仕入債務の増減額（△は減少） △5,351 △2,590

その他 △2,487 △1,257

小計 9,741 9,420

利息及び配当金の受取額 278 262

利息の支払額 △428 △455

法人税等の支払額 △394 △1,039

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,196 8,188

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 △2,062 △1,187

有形固定資産の売却による収入 25 21

無形固定資産の取得による支出 △680 △863

投資有価証券の取得による支出 △19 △1

投資有価証券の売却による収入 140 －

関係会社株式の取得による支出 △80 △50

補助金の受取額 － 46

その他 △265 △176

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,942 △2,211

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） △11,738 △1,604

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △10,000 △6,000

長期借入れによる収入 15,871 1,022

長期借入金の返済による支出 △2,526 △3,386

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △903 △906

少数株主への配当金の支払額 △3 △70

その他 0 79

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,300 △10,866

現金及び現金同等物に係る換算差額 △109 52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,155 △4,837

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 8,026 7,198
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 該当事項はありません。   

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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．セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 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基盤研究所等

で行っている研究開発にかかる費用等であります。 

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２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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     

  外部顧客への売上高 27,982  10,515 6,074 1,512 46,084 7,552  53,637  － 53,637

   セグメント間の内部 

    売上高又は振替高 
2,463  2,226 227 131 5,048 4,906  9,954  (9,954) －

 計 30,445  12,741 6,301 1,644 51,133 12,459  63,592  (9,954) 53,637

 セグメント利益又は 

 セグメント損失(△) 
△3,958  △1,322 △743 591 △5,433 △55  △5,488  (197) △5,686

△197 465

△663

  （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 34,004  12,717 7,994 1,511 56,227 7,895  64,123  － 64,123

  セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
2,064  2,480 147 131 4,824 5,168  9,992  (9,992) －

 計 36,069  15,198 8,141 1,643 61,052 13,063  74,116  (9,992) 64,123

 セグメント利益又は 

 セグメント損失(△) 
△4,206  △1,054 △286 588 △4,959 208  △4,750  (745) △5,496

△745 △104

504 △1,146

（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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