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（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期  181,106  8.0  6,279  8.7  5,266  14.2  1,679  40.4
23年３月期  167,729  △3.1  5,778  73.9  4,612  154.4  1,196  23.2

（注）包括利益 24年３月期 1,743百万円（ ％） 2,085.4   23年３月期 79百万円 （ ％） △96.7

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

自己資本
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年３月期  7.40 －  3.3  2.5  3.5
23年３月期  5.27 －  2.3  2.2  3.4

（参考）持分法投資損益 24年３月期 286百万円   23年３月期 40百万円 

  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  211,732  53,421  24.2  225.63
23年３月期  206,871  52,722  24.4  222.56

（参考）自己資本 24年３月期 51,205百万円   23年３月期 50,508百万円

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による

キャッシュ・フロー 
財務活動による

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

24年３月期  11,443 △5,639  △5,048  12,674
23年３月期  14,709 △4,318  △9,598  11,986

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
（連結） 

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年３月期 －  0.00 － 4.00 4.00  907 75.9 1.8
24年３月期 －  0.00 － 4.00 4.00  907 54.1 1.8
25年３月期（予想） －  0.00 － 5.00 5.00   28.4

３.平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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）  72,000  12.3 △4,500 － △5,500 －  △3,500  － △15.42

通期  200,000  10.4  8,500  35.4  7,000  32.9  4,000  138.2  17.63



※  注記事項 

新規  ―社  （社名）         、除外  ―社  （社名） 
  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

（注）詳細は、添付資料Ｐ.17「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 
  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  
（参考）個別業績の概要 

１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  
（２）個別財政状態 

  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 

  

（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）：  無   

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 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 693,620株 23年３月期 690,417株

③  期中平均株式数 24年３月期 226,946,763株 23年３月期 226,956,431株

（１）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期  148,381  7.6  3,025 △11.1  3,966  4.8  612 △39.8

23年３月期  137,852  △1.0  3,404  63.2  3,784  94.3  1,017  6.4

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

  円 銭 円 銭

24年３月期  2.70 －

23年３月期  4.48 －

  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  191,571  50,608  26.4  223.00
23年３月期  187,231  50,784  27.1  223.77

（参考）自己資本 24年３月期 50,608百万円   23年３月期 50,784百万円

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品

取引法に基づく財務諸表に対する監査手続きは終了しておりません。

（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値と大きく異なる可能性があります。
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(1）経営成績に関する分析 

  

 当連結会計年度(以下、「当期」)におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響に加え、欧州等海外経済の停滞や長

引く円高の影響など、厳しい状況の中で推移しました。 

  

〔連結業績〕 

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

５」で掲げる諸施策に取り組んでまいりました。 

 その結果、当社グループの連結業績は、売上高が前連結会計年度（以下、「前期」）比8.0％増の 百万円、営

業利益が前期比8.7％増の 百万円、経常利益が14.2％増の 百万円、当期純利益が40.4％増の 百万円とな

りました。 

  

 セグメント別の状況は次のとおりであります。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 

 受注高が、前年度下半期以降堅調に推移したことや、震災後の復旧・電源対策需要等により、売上高は前期比

2.0％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、環境は厳しさを増しておりま

す。 

 そのような中、節電対策や事業継続計画（ＢＣＰ）に対応する製品・サービス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・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更新物件の受注獲得、また、水道施設の運転維持管理業務の受託への取り組

みを強化しております。また、新規事業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、本年2月に国内公共水道分野においてオルガノ株式会社と業務提携し、水道施

設への総合的な提案活動を積極的に展開しております。 

  

（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、電力用、電鉄用などの変電設備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。 

 また、タイの洪水被害を受けたお客様設備の緊急復旧対策としての設備改修業務に取り組むとともに、島し

ょ国におけるマイクログリッドの国際展開の事業可能性調査などにも積極的に参加しております。 

  

②産業システム事業分野 

 コンポーネント事業関連の一部にはやや停滞感があるものの、動計・搬送事業関連は回復基調にあり、売上高

は前期比26.2％増の 百万円となりました。  

  

（コンポーネント事業関連） 

 半導体製造装置等に組み込まれる機器の需要は下半期以降落ち込みが見られますが、タイの洪水の復旧用と

して射出成形機用モータの需要が増加しております。また、三菱自動車工業株式会社様の電気自動車「ｉ－Ｍ

ｉＥＶ（アイ・ミーブ）」「ＭＩＮＩＣＡＢ－ＭｉＥＶ（ミニキャブ・ミーブ）」に搭載されるモータ・イン

バータの増産に取り組むとともに、中国現地法人（明電舎（杭州）電気系統有限公司）に増設した新工場にお

いて一般産業用インバータの現地生産を開始しました。 

１．経営成績

181,106

6,279 5,266 1,679

107,525

39,120

㈱明電舎　（6508）　平成24年３月期　決算短信

-  2　-



  

（動力計測・搬送事業関連） 

 自動車関連試験装置の分野では、東日本大震災の影響等により延期となっていた研究開発投資の再開や低燃

費車用の開発、また日系メーカーの海外進出に伴い、海外での実験棟建設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装置の拡販に注力するとともに、研究開発設備の

需要が増加している中国、インド、東南アジア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。 

 搬送システム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しており、国内外において

拡販に取り組んでおります。無人搬送車（ＡＧＶ）の設備投資は自動車関連を中心に回復傾向にあり、薬品、

化学、倉庫などの分野への拡販にも取り組んでおります。海外におきましても中国、東南アジア、新興国で需

要が高まっており、現地法人での生産・販売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分野では、厳しい価格競争が続いておりますが、東日本大震災の復旧・復興需要等に

より、売上高は前期比16.8％増の 百万円となりました。 

 通常の保守・点検に加え、震災以降に需要の高まった電源設備のメンテナンスや、設備の状況や余寿命の診断

を付加した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 Tower（東京都品川区大崎）を中心とする保有不動産の賃貸事業を行っており、売

上高は前期比0.1％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、売上高は前期比4.9％増の 百万円となりました。 

  

〔単独業績〕 

単独業績につきましては、売上高は、前期比7.6％増の 百万円となりました。 

損益につきましては、経常利益は前期と比べて 百万円増加し、 百万円となりました。また、当期純利

益は前期と比べて 百万円減少し、 百万円となりました。 

  

〔次期の見通し〕 

今後の経済状況につきましては、欧州経済の停滞やアジア経済の減速等への懸念から依然として先行き不透明な

状況です。国内では、震災復興の需要により緩やかに回復する見通しがあるものの、円高基調の継続や電力供給の

制約による海外生産シフトの動きなど、当社グループを取り巻く経営環境は予断を許さぬ状況が続くものと思われ

ます。 

このような中、「ＰＯＷＥＲ５ フェーズⅢ重点施策」（Ｐ.６「２.経営方針(2)対処すべき課題」）の遂行によ

り、豊かな社会に貢献できる製品・サービスを安定的に提供することで、お客様に安心と喜びをもたらし、かつ高

い収益を実現してまいります。 

  

 現時点での平成25年３月期の業績見通しは、以下のとおりであります。 

  

連結業績見通し（単位：百万円） 

                  ＜通期＞   

     受    注    高             

        売    上    高            

        経  常  利  益                    

        当 期 純 利 益                 

25,925

3,285

27,982

148,381

181 3,966

404 612

210,000

200,000

7,000

4,000
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(2）財政状態に関する分析 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

  

 当連結会計年度末（以下、「当期末」）の総資産は、前連結会計年度末（以下、「前期末」）比 

百万円（2.4%）増加し、 百万円となりました。  

流動資産はたな卸資産増加に伴い前期末比 百万円（6.9%）増加の 百万円となりました。 

固定資産は、関係会社株式の減少と、有形固定資産の減価償却による減少のため、前期末比 百万円

（2.8%）減少の 百万円となりました。 

当期末の負債の合計は、前期末比 百万円（2.7%）増加して 百万円となりました。 

流動負債は、買掛金及びコマーシャル・ペーパー等の増加により、前期末比 百万円（7.7%）増加し、

百万円となりました。 

固定負債は、長期借入金の減少等により、前期末比 百万円(5.2%）減少し、 百万円となりまし

た。 

当期末の純資産合計は当期純利益の増加により利益剰余金が増加し、前期末比 百万円（1.3%）増加して

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24.2%となりました。 

  

  ② キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ687百万円増加し、 

12,674百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は11,443百万円（前期比22.2%減）となりました。 

収入の主な内訳は、減価償却費7,008百万円、仕入債務の増加額5,188百万円、税金等調整前当期純利益

3,085百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額5,865百万円、法人税等の支払額1,474百万円、た

な卸資産の増加額1,397百万円であります。 

  

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は5,639百万円（前期比30.6%増）となりました。 

これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出5,460百万円、関係会社株式の取得による支出50百万円

によるものであります。 

  

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果返済した資金は5,048百万円（前期比47.4%減）となりました。 

支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出5,604百万円、短期借入金の減少による支出1,194百万円

であり、収入の主な内訳は、コマーシャル・ペーパー発行による収入1,500百万円であります。 

  

4,861 211,732

7,548 116,585

2,686

95,147

4,161 158,310

7,260

102,027

3,098 56,283

699

53,421
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 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注4）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として 

       おります。 

  

 (3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  

当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営の重要課題として位置づけており、株主資本の充実と自己資本

利益率の向上を図るとともに、業績に応じた適正な配当を実施することを基本方針としております。 

また、内部留保につきましては、市場競争力の維持・向上のために、新規事業の開発・育成、設備投資及び研

究開発投資へ効果的に充当することにしております。 

当期の期末配当につきましては、上記方針に基づき１株につき４円とすることを決定し、定時株主総会にお諮

りする予定であります。 

なお、次期（平成25年３月期）の期末配当つきましては、１株につき５円とすることを予定しております。  

  

  平成20年

３月期 

平成21年

３月期 

平成22年

３月期 

平成23年

３月期 

平成24年

３月期 

自己資本比率（％） 24.5 23.7 25.2 24.4 24.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 24.4 24.0 45.7 40.6 32.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債 

比率（年） 

17.8 10.1 4.4 4.6 5.5 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 

3.6 5.8 14.2 17.1 13.5 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループの企業理念は、「より豊かな未来をひらく」ことを企業使命とし、「お客様の安心と喜びのため

に」を提供価値としております。当社グループは、より豊かで住みよい未来社会の実現に貢献するため、新しい

技術と価値の創造にチャレンジし続けるとともに、お客様の安心と喜びのために、環境への配慮と丁寧なサポー

トを徹底し、品質の高い製品・サービスを通じてお客様の課題解決や夢の実現をお手伝いします。 

  

(2）対処すべき課題 

今後の経済状況につきましては、欧州経済の停滞やアジア経済の減速等への懸念から依然として先行き不透明な

状況です。国内では、震災復興の需要により緩やかに回復する見通しがあるものの、円高基調の継続や電力供給の

制約による海外生産シフトの動きなど、当社グループを取り巻く経営環境は予断を許さぬ状況が続くものと思われ

ます。 

  

 こうした状況に鑑み、当社グループでは、中期経営計画「ＰＯＷＥＲ５」で目指す「明電グループの挑戦－もの

づくり“ＰＯＷＥＲ”で社会に貢献－」という基本的な方向性を維持しながらも、現下の経営環境に即した重点施

策の「見直し」と「強化」を行うこととし、新たにフェーズⅢ（平成24年度から平成26年度）として３か年の取組

みを開始いたしました。 

  

[ＰＯＷＥＲ５ フェーズⅢ重点施策] 

  

フェーズⅢ（平成24年度から平成26年度）では、５つの重点施策を実行します。 

 ①「成長事業」の加速 

   電気自動車用モータ・インバータ、真空コンデンサ、スマートグリッド、蓄電デバイス、ロジスティクスの

５つの事業の成長拡大を加速し、当社グループの成長を牽引する「成長事業」への飛躍を目指します。 

②「既存コア事業」の強化と新規展開の加速 

 水処理、電鉄、動力計測システムの３つのコア事業の競争力強化と海外展開を中心とする新規分野の拡大に

取り組みます。また、当社製品のメンテナンスサービスをおこなうエンジニアリング事業の新規展開を加速し

ます。 

 ③グループ海外戦略の強化 

   「成長事業」「既存コア事業」の海外展開として、海外販売・生産体制の強化、海外市場向けの製品開発、

Ｍ＆Ａやアライアンスなどを積極的に展開し、平成25年度の目標「連結海外売上高比率３０％」の達成を目指

します。 

 ④製品競争力の強化 

   変電・配電製品、発電製品、電力変換製品の３製品の「製品戦略」を統括する製品主管役員を新たに選任

し、製品競争力（価格、性能など）の強化に取り組みます。特に、変電・配電製品は、エコ対応製品の開発や

海外生産の拡大を推進します。 

⑤事業再編・アライアンス（Ｍ＆Ａ）の推進 

   事業展開の加速と経営資源の有効活用のために、国内・海外の企業や大学等との戦略的なアライアンスやＭ

＆Ａを推進します。 

  

ＰＯＷＥＲ５の遂行により、豊かな社会に貢献できる製品・サービスを安定的に提供することで、お客様に安心

と喜びをもたらし、かつ高い収益を実現している会社を目指します。さらに、社員一人ひとりが高い満足感と誇り

を感じられる会社を目指します。 

  

株主各位におかれましては、何とぞ一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

２．経営方針

㈱明電舎　（6508）　平成24年３月期　決算短信

-  6　-



３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,067 12,747

受取手形及び売掛金 60,183 65,389

商品及び製品 3,395 4,335

仕掛品 25,364 25,189

原材料及び貯蔵品 1,554 2,045

繰延税金資産 3,615 3,501

その他 3,165 3,710

貸倒引当金 △309 △335

流動資産合計 109,037 116,585

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 74,630 75,550

減価償却累計額 △33,500 △35,893

建物及び構築物（純額） 41,130 39,657

機械装置及び運搬具 38,177 36,503

減価償却累計額 △27,915 △27,435

機械装置及び運搬具（純額） 10,261 9,068

土地 9,365 9,356

建設仮勘定 413 1,510

その他 18,623 18,426

減価償却累計額 △16,757 △16,645

その他（純額） 1,865 1,780

有形固定資産合計 63,037 61,372

無形固定資産 3,176 3,709

投資その他の資産   

投資有価証券 23,008 21,311

長期貸付金 377 29

繰延税金資産 5,896 6,616

その他 2,404 2,201

貸倒引当金 △66 △92

投資その他の資産合計 31,620 30,065

固定資産合計 97,834 95,147

資産合計 206,871 211,732
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,989 33,026

短期借入金 8,633 7,692

コマーシャル・ペーパー 22,000 23,500

未払法人税等 1,179 1,253

前受金 8,518 8,331

賞与引当金 5,080 4,797

製品保証引当金 864 249

受注損失引当金 625 658

その他 19,876 22,517

流動負債合計 94,767 102,027

固定負債   

長期借入金 32,602 27,858

退職給付引当金 22,446 24,170

役員退職慰労引当金 109 116

環境対策引当金 1,120 1,070

債務保証損失引当金 16 12

繰延税金負債 19 43

その他 3,067 3,012

固定負債合計 59,381 56,283

負債合計 154,149 158,310

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 19,825

自己株式 △151 △152

株主資本合計 49,173 49,940

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 2,664

繰延ヘッジ損益 △46 △90

為替換算調整勘定 △1,133 △1,309

その他の包括利益累計額合計 1,335 1,265

少数株主持分 2,213 2,216

純資産合計 52,722 53,421

負債純資産合計 206,871 211,732
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 167,729 181,106

売上原価 128,910 138,890

売上総利益 38,819 42,216

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 647 716

販売手数料 531 645

従業員給料及び手当 10,665 11,199

賞与引当金繰入額 3,286 3,749

退職給付費用 2,106 2,174

減価償却費 2,215 2,002

賃借料 1,098 1,075

通信交通費 1,684 1,893

研究費 2,150 2,875

その他 8,655 9,604

販売費及び一般管理費合計 33,041 35,937

営業利益 5,778 6,279

営業外収益   

受取利息及び配当金 415 393

受取賃貸料 316 252

持分法による投資利益 40 286

その他 1,256 988

営業外収益合計 2,028 1,920

営業外費用   

支払利息 900 880

出向者関係費 942 1,087

減価償却費 454 378

その他 895 587

営業外費用合計 3,193 2,933

経常利益 4,612 5,266

特別利益   

貸倒引当金戻入額 315 －

投資有価証券売却益 7 7

関係会社清算益 － 12

その他 20 －

特別利益合計 344 19
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別損失   

貸倒引当金繰入額 0 26

投資有価証券評価損 1,121 439

関係会社株式評価損 － 1,378

早期割増退職金 270 －

製品保証損失 800 －

環境対策引当金繰入額 604 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24 －

災害による損失 20 －

減損損失 － 247

事業整理損 － 105

その他 12 2

特別損失合計 2,854 2,200

税金等調整前当期純利益 2,102 3,085

法人税、住民税及び事業税 1,399 1,551

過年度法人税等 238 －

法人税等調整額 △939 △360

法人税等合計 698 1,191

少数株主損益調整前当期純利益 1,403 1,894

少数株主利益 207 215

当期純利益 1,196 1,679
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,403 1,894

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △998 130

繰延ヘッジ損益 5 △49

為替換算調整勘定 △362 △242

持分法適用会社に対する持分相当額 31 11

その他の包括利益合計 △1,324 △150

包括利益 79 1,743

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △76 1,608

少数株主に係る包括利益 156 134
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 17,070 17,070

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,070 17,070

資本剰余金   

当期首残高 13,197 13,197

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 13,197 13,197

利益剰余金   

当期首残高 19,244 19,057

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 1,196 1,679

持分法の適用範囲の変動 △47 －

連結範囲の変動 △428 △3

当期変動額合計 △187 768

当期末残高 19,057 19,825

自己株式   

当期首残高 △145 △151

当期変動額   

自己株式の取得 △6 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △5 △0

当期末残高 △151 △152

株主資本合計   

当期首残高 49,366 49,173

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 1,196 1,679

自己株式の取得 △6 △1

自己株式の処分 0 0

持分法の適用範囲の変動 △47 －

連結範囲の変動 △428 △3

当期変動額合計 △193 767

当期末残高 49,173 49,940
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 3,530 2,515

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,015 149

当期変動額合計 △1,015 149

当期末残高 2,515 2,664

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △51 △46

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 △44

当期変動額合計 5 △44

当期末残高 △46 △90

為替換算調整勘定   

当期首残高 △871 △1,133

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △262 △175

当期変動額合計 △262 △175

当期末残高 △1,133 △1,309

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 2,608 1,335

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,272 △70

当期変動額合計 △1,272 △70

当期末残高 1,335 1,265

少数株主持分   

当期首残高 2,157 2,213

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55 2

当期変動額合計 55 2

当期末残高 2,213 2,216
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 54,132 52,722

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 1,196 1,679

自己株式の取得 △6 △1

自己株式の処分 0 0

持分法の適用範囲の変動 △47 －

連結範囲の変動 △428 △3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,217 △67

当期変動額合計 △1,410 699

当期末残高 52,722 53,421
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,102 3,085

減価償却費 7,165 7,008

投資有価証券評価損益（△は益） 1,121 439

貸倒引当金の増減額（△は減少） △367 55

賞与引当金の増減額（△は減少） 377 △266

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,298 1,724

受注損失引当金の増減額（△は減少） 131 33

製品保証引当金の増減額（△は減少） 819 △615

受取利息及び受取配当金 △415 △393

支払利息 900 880

持分法による投資損益（△は益） △40 △286

投資有価証券売却損益（△は益） △7 △7

売上債権の増減額（△は増加） △580 △5,865

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,381 △1,397

仕入債務の増減額（△は減少） 4,747 5,188

その他 1,062 3,804

小計 15,934 13,387

利息及び配当金の受取額 425 378

利息の支払額 △857 △848

法人税等の支払額 △793 △1,474

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,709 11,443

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 △3,726 △3,799

有形固定資産の売却による収入 120 34

無形固定資産の取得による支出 △1,341 △1,661

投資有価証券の取得による支出 △21 △2

関係会社株式の取得による支出 △110 △50

投資有価証券の売却による収入 28 69

関係会社株式の売却による収入 140 －

補助金の受取額 1,464 46

その他 △871 △275

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,318 △5,639
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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） △11,596 △1,194

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △8,000 1,500

長期借入れによる収入 16,808 1,154

長期借入金の返済による支出 △5,793 △5,604

配当金の支払額 △905 △908

少数株主への配当金の支払額 △40 △132

その他 △71 138

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,598 △5,048

現金及び現金同等物に係る換算差額 △164 △116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 628 638

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 177 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期末残高 11,986 12,674
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  
① 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

  当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
  
 ② 法人税率の変更等による影響     

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税

率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に使用する法定実効税率は従来の39.69％から、平成24年4月1日に開始する連結会計年度から平成26年4月1日

に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.64％に、平成27年4月1日に開始する連結会計年

度以降に解消が見込まれる一時差異については35.27％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰

延税金負債の金額を控除した金額）は 百万円減少し、法人税等調整額は 百万円増加しております。 

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

  
当連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
  至 平成24年3月31日） 

１. 連結の範囲に関する事項の変更 （1）連結の範囲の変更 

 MEIDEN MALAYSIA SDN. BHD.は、重要性が増したため、DONGGUAN MEIDEN 

PACIFIC ELECTRICAL ENGINEERING CO., LTD.と、明電Ｔ＆Ｄ株式会社は新設

したため、連結の範囲に含めております。  

  また、株式会社エネルギー技研は、清算したため、明電メディアフロント

株式会社は、明電興産株式会社に吸収合併したため、連結の範囲から除外し

ております。 

（2）変更後の連結子会社の数 

  40社 

(7)表示方法の変更

(8)追加情報

946 1,128
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Ⅰ 前連結会計年度(自平成22年４月１日  至平成23年３月31日) 

  

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、製品・サービス別に事業部を置くなどして、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「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」及び「不動産事業」の４つを報告セグメントとしてお

ります。 

（各セグメントの内容） 

  

２．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の算定方法  

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．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．当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。なお、これによる当連結会計年度セグメント利益又はセグメント損失に与える影響は軽微でありま

す。  

(9)連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

報告セグメントの名称  事業内容  

社会システム事業 発変電システム等の社会インフラに関連する製品・サービスを提供する事業

産業システム事業 
一般製造業向けを中心に、コンポーネント製品、動力計測システム製品及び

無人搬送車等の製品・サービスを提供する事業 

エンジニアリング事業 メンテナンス事業 

不動産事業  不動産の賃貸に関する事業 

  （単位：百万円）

          報告セグメント        
その他

  
 （注）1

合計 調整額 
  

連結財務諸表
計上額 

    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 100,685  26,355 21,769 3,026 151,837 15,891  167,729  － 167,729

  セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
4,683  4,631 435 263 10,013 10,787  20,801  (20,801) －

 計 105,368  30,987 22,205 3,289 161,850 26,679  188,530  (20,801) 167,729

 セグメント利益又は 

 セグメント損失(△) 
3,543  △1,496 2,728 1,159 5,936 314  6,251  (472) 5,778

 セグメント資産 76,064  36,044 12,983 21,817 146,909 7,721  154,631  52,240 206,871

 その他の項目    

減価償却費   2,157  1,461 217 884 4,720 441  5,162  2,003 7,165

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額 

1,527  1,291 105 54 2,977 182  3,159  1,369 4,529
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４．報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額の差異の調整 

（単位：百万円） 

  
（単位：百万円） 

（注）その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発部門等で行っている研究開発にかかる費用等

であります。 

（単位：百万円） 

（注）全社資産は、提出会社における余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び研究開

発部門に係る資産等であります。 

  

 （注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に全社の情報システムの設備投資額であります。 

  

売上高

報告セグメント計  161,850

「その他」の区分の売上高  26,679

セグメント間取引消去 △20,801

連結財務諸表の売上高  167,729

利益

報告セグメント計  5,936

「その他」の区分の利益  314

セグメント間取引消去  1,082

たな卸資産の調整額 △43

その他の調整額（注） △1,511

連結財務諸表の営業利益  5,778

資産

報告セグメント計  146,909

「その他」の区分の資産  7,721

全社資産（注）  66,290

その他の調整額 △14,050

連結財務諸表の資産合計  206,871

その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

減価償却費  4,720  441  2,003  7,165

有形固定資産及び
無形固定資産の 
増加額 

 2,977  182  1,369  4,529
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Ⅱ 当連結会計年度(自平成23年４月１日  至平成24年３月31日) 

  

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、製品・サービス別に事業部を置くなどして、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「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」及び「不動産事業」の４つを報告セグメントとしてお

ります。 

（各セグメントの内容） 

  

２．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の算定方法  

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．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） 「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。 

  

報告セグメントの名称  事業内容  

社会システム事業 発変電システム等の社会インフラに関連する製品・サービスを提供する事業

産業システム事業 
一般製造業向けを中心に、コンポーネント製品、動力計測システム製品及び

無人搬送車等の製品・サービスを提供する事業 

エンジニアリング事業 メンテナンス事業 

不動産事業  不動産の賃貸に関する事業 

  （単位：百万円）

          報告セグメント        
その他

  
 （注）1

合計 調整額 
  

連結財務諸表
計上額 

    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 102,169  33,473 25,592 3,022 164,256 16,849  181,106  － 181,106

  セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
5,356  5,647 333 263 11,599 11,133  22,733  (22,733) －

 計 107,525  39,120 25,925 3,285 175,856 27,982  203,839  (22,733) 181,106

 セグメント利益又は 

 セグメント損失(△) 
1,979  186 3,460 1,183 6,810 846  7,656  (1,377) 6,279

 セグメント資産 77,440  42,429 14,021 21,177 155,069 11,943  167,012  44,720 211,732

 その他の項目    

減価償却費   2,293  1,491 193 884 4,863 424  5,288  1,720 7,008

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額 

2,057  1,948 138 0 4,144 237  4,381  2,441 6,823
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４．報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額の差異の調整 

（単位：百万円） 

  
（単位：百万円） 

（注）その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発部門等で行っている研究開発にかかる費用等

であります。 

（単位：百万円） 

（注）全社資産は、提出会社における余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び研究開

発部門に係る資産等であります。 

  

 （注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に全社の情報システムの設備投資額であります。 

  

売上高

報告セグメント計  175,856

「その他」の区分の売上高  27,982

セグメント間取引消去 △22,733

連結財務諸表の売上高  181,106

利益

報告セグメント計  6,810

「その他」の区分の利益  846

セグメント間取引消去  1,047

たな卸資産の調整額 △22

その他の調整額（注） △2,402

連結財務諸表の営業利益  6,279

資産

報告セグメント計  155,069

「その他」の区分の資産  11,943

全社資産（注）  66,826

その他の調整額 △22,105

連結財務諸表の資産合計  211,732

その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

減価償却費  4,863  424  1,720  7,008

有形固定資産及び
無形固定資産の 
増加額 

 4,144  237  2,441  6,823
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Ⅰ 前連結会計年度(自平成22年４月１日  至平成23年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。  

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 特定の顧客への外部売上高が連結損益計算書の売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

Ⅱ 当連結会計年度(自平成23年４月１日  至平成24年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。  

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 特定の顧客への外部売上高が連結損益計算書の売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自平成22年４月１日  至平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自平成23年４月１日  至平成24年３月31日) 

（単位：百万円）

（注）「その他」の金額は、鋳物製品の製造・販売事業に係る金額であります。 

  

前連結会計年度(自平成22年４月１日  至平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。  

  

当連結会計年度(自平成23年４月１日  至平成24年３月31日) 

 該当事項はありません。  

  

【関連情報】

  （単位：百万円）

日 本 アジア その他の地域 合 計 

 140,411   23,938    3,379   167,729

  （単位：百万円）

日 本 アジア その他の地域 合 計 

 155,850   21,696    3,560   181,106

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

  
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 その他 全社・消去 合計

 減損損失 －  － － － 247  － 247

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
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前連結会計年度(自平成22年４月１日  至平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自平成23年４月１日  至平成24年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

 （注） １株当たり当期純利益金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 当社は、平成23年12月26日に、株式会社日立製作所、富士電機株式会社及び当社の合弁会社である株式会社日本ＡＥ

パワーシステムズ（以下、「ＡＥパワー」といいます。）における合弁事業を解消することにつき取締役会で承認さ

れ、同日出資会社３社にＡＥパワーを含めた４社で合弁解消の実行についての 終契約を締結いたしました。 

 この 終契約に基づき、当社100％出資子会社である明電Ｔ＆Ｄ株式会社（以下、「明電Ｔ＆Ｄ」といいます。）

は、ＡＥパワーとの間で明電Ｔ＆Ｄ株式会社を吸収分割承継会社とする分割契約を締結し、平成24年４月１日付でAEパ

ワーの事業の一部を承継いたしました。 
  

（１）吸収分割の目的 

 ＡＥパワーを事業主体とした変電・配電事業分野における合弁解消し、各社において事業の再構築・成長をめざす

ことを目的としております。 
  
（２）分割の方法 

 ＡＥパワーを分割会社とし、明電Ｔ＆Ｄを承継会社とする吸収分割であります。 
  
（３）効力発生日 

 平成24年４月１日 
  
（４）吸収分割承継会社の概要 

 会社名   明電Ｔ＆Ｄ株式会社 

 本店所在地 東京都品川区大崎二丁目１番１号 

 設立年月日 2011年10月25日 

 事業内容  送変電・受変電・配電にかかる設備、機器の研究、開発、設計、製造、エンジニアリング、販売、 

              据付及び保守・サービスに関する事業 

 資本金   90百万円 

 発行済株式総数 92,870株 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

（１株当たり情報）

  前連結会計年度  

（
自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日 

） 

  当連結会計年度  

（
自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日 

） 

１株当たり純資産額 円 銭222 56

１株当たり当期純利益金額 円 銭5 27

１株当たり純資産額 円 銭225 63

１株当たり当期純利益金額 円 銭7 40

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきま

しては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきま

しては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

  
  前連結会計年度  

（
自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日

）

  当連結会計年度  

（
自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

）

連結損益計算書上の当期純利益（百万円）  1,196  1,679

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,196  1,679

普通株式の期中平均株式数（千株）  226,956  226,946

（重要な後発事象）
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,848 9,019

受取手形 3,254 1,366

売掛金 49,193 55,916

製品 1,218 1,096

仕掛品 23,073 22,395

原材料及び貯蔵品 229 219

前渡金 219 203

前払費用 433 463

繰延税金資産 2,714 2,561

未収入金 2,263 2,813

短期貸付金 2,404 2,934

その他 128 91

貸倒引当金 △1,945 △2,168

流動資産合計 90,035 96,913

固定資産   

有形固定資産   

建物 65,982 66,653

減価償却累計額 △28,428 △30,566

建物（純額） 37,554 36,087

構築物 4,346 4,467

減価償却累計額 △2,985 △3,143

構築物（純額） 1,361 1,324

機械及び装置 20,815 21,280

減価償却累計額 △17,963 △18,802

機械及び装置（純額） 2,851 2,478

車両運搬具 294 293

減価償却累計額 △234 △250

車両運搬具（純額） 59 43

工具、器具及び備品 14,577 14,592

減価償却累計額 △13,215 △13,264

工具、器具及び備品（純額） 1,361 1,328

土地 8,305 8,304

建設仮勘定 324 1,017

有形固定資産合計 51,818 50,583
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 2,367 3,035

その他 108 98

無形固定資産合計 2,476 3,134

投資その他の資産   

投資有価証券 13,579 12,987

関係会社株式 19,879 18,445

出資金 2 2

長期貸付金 347 4

関係会社長期貸付金 1,879 1,861

長期前払費用 957 756

敷金及び保証金 428 422

繰延税金資産 5,175 5,851

その他 709 691

貸倒引当金 △57 △83

投資その他の資産合計 42,902 40,939

固定資産合計 97,196 94,658

資産合計 187,231 191,571

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,584 2,490

買掛金 20,073 22,429

短期借入金 5,394 5,628

コマーシャル・ペーパー 22,000 23,500

未払金 9,442 10,684

未払法人税等 632 423

未払費用 3,031 3,505

前受金 7,624 7,830

預り金 1,322 3,407

従業員預り金 4,154 4,293

賞与引当金 3,500 3,300

製品保証引当金 800 －

受注損失引当金 520 432

その他 1,614 2,235

流動負債合計 82,694 90,160
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 28,222 23,807

退職給付引当金 21,534 23,125

環境対策引当金 1,008 958

債務保証損失引当金 16 12

長期預り保証金 2,692 2,622

その他 279 276

固定負債合計 53,752 50,801

負債合計 136,447 140,962

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,070 17,070

資本剰余金   

資本準備金 5,000 5,000

その他資本剰余金 4,381 4,381

資本剰余金合計 9,381 9,381

利益剰余金   

利益準備金 3,296 3,296

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 120 129

特別償却準備金 735 899

別途積立金 8,263 8,263

繰越利益剰余金 9,639 9,171

その他利益剰余金合計 18,759 18,464

利益剰余金合計 22,056 21,761

自己株式 △210 △211

株主資本合計 48,297 48,000

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,469 2,608

繰延ヘッジ損益 18 △0

評価・換算差額等合計 2,487 2,607

純資産合計 50,784 50,608

負債純資産合計 187,231 191,571
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 137,852 148,381

売上原価   

製品期首たな卸高 1,709 1,218

当期製品製造原価 86,519 97,420

原価差額 1,211 56

当期製品仕入高 18,042 16,971

合計 107,482 115,666

製品期末たな卸高 1,218 1,096

製品売上原価 106,264 114,570

売上総利益 31,588 33,811

販売費及び一般管理費   

外注費 2,312 2,585

運賃及び荷造費 400 442

販売手数料 524 637

広告宣伝費 274 310

従業員給料及び手当 8,313 8,693

賞与引当金繰入額 2,769 3,193

退職給付費用 1,809 1,870

福利厚生費 1,560 1,692

減価償却費 2,100 1,895

賃借料 712 695

通信交通費 1,318 1,497

研究費 2,066 2,753

その他 4,020 4,516

販売費及び一般管理費合計 28,183 30,785

営業利益 3,404 3,025

営業外収益   

受取利息 72 86

受取配当金 1,096 1,405

受取賃貸料 1,262 1,196

その他 839 919

営業外収益合計 3,272 3,608

営業外費用   

支払利息 804 748

減価償却費 451 376

出向者関係費 939 1,070

その他 695 472

営業外費用合計 2,891 2,668

経常利益 3,784 3,966
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 324 －

投資有価証券売却益 － 7

関係会社清算益 － 12

特別利益合計 324 19

特別損失   

貸倒引当金繰入額 233 291

投資有価証券評価損 1,121 439

関係会社株式評価損 － 2,135

製品保証損失 800 －

環境対策引当金繰入額 583 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24 －

災害による損失 17 －

減損損失 － 77

その他 0 2

特別損失合計 2,781 2,945

税引前当期純利益 1,327 1,039

法人税、住民税及び事業税 874 733

過年度法人税等 236 －

法人税等調整額 △801 △305

法人税等合計 309 427

当期純利益 1,017 612
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 17,070 17,070

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,070 17,070

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 5,000 5,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

その他資本剰余金   

当期首残高 4,381 4,381

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 4,381 4,381

資本剰余金合計   

当期首残高 9,381 9,381

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 9,381 9,381

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 3,296 3,296

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,296 3,296

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

当期首残高 594 735

当期変動額   

特別償却準備金の積立 238 297

特別償却準備金の取崩 △96 △133

当期変動額合計 141 163

当期末残高 735 899

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 120 120

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 8

当期変動額合計 － 8

当期末残高 120 129
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

別途積立金   

当期首残高 8,263 8,263

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,263 8,263

繰越利益剰余金   

当期首残高 9,671 9,639

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 1,017 612

固定資産圧縮積立金の積立 － △8

特別償却準備金の積立 △238 △297

特別償却準備金の取崩 96 133

当期変動額合計 △32 △467

当期末残高 9,639 9,171

利益剰余金合計   

当期首残高 21,946 22,056

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 1,017 612

当期変動額合計 109 △295

当期末残高 22,056 21,761

自己株式   

当期首残高 △204 △210

当期変動額   

自己株式の取得 △6 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △5 △0

当期末残高 △210 △211

株主資本合計   

当期首残高 48,193 48,297

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 1,017 612

自己株式の取得 △6 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 103 △296

当期末残高 48,297 48,000
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 3,456 2,469

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △987 139

当期変動額合計 △987 139

当期末残高 2,469 2,608

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △3 18

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 21 △19

当期変動額合計 21 △19

当期末残高 18 △0

評価・換算差額等合計   

当期首残高 3,453 2,487

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △965 120

当期変動額合計 △965 120

当期末残高 2,487 2,607

純資産合計   

当期首残高 51,646 50,784

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 1,017 612

自己株式の取得 △6 △1

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △965 120

当期変動額合計 △861 △175

当期末残高 50,784 50,608
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 該当事項はありません。  

  

(4)継続企業の前提に関する注記
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