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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 22,975 36.6 1,509 ― 1,397 ― 746 ―
24年3月期第1四半期 16,825 △9.4 5 △98.5 125 △72.3 △97 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 514百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △117百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 7.66 ―
24年3月期第1四半期 △1.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 170,685 90,382 52.9
24年3月期 176,483 90,600 51.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  90,287百万円 24年3月期  90,499百万円

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

24年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 7.50 ― 7.50 15.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 15.2 6,000 27.8 6,000 25.4 3,700 49.8 37.98
通期 172,000 6.0 15,600 4.5 15,600 2.4 9,500 36.2 97.50



(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 
本資料に記載されている業績予想は、本資料の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
数値と異なる場合があり、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 97,656,888 株 24年3月期 97,656,888 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 225,785 株 24年3月期 225,785 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 97,431,103 株 24年3月期1Q 97,433,342 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経済は、欧州の債務危機の影響による世界経済の減速、円高の

長期化等、景気回復の下押し要因があったものの、復興需要など内需が牽引し、堅調な個人消費に加え、設

備投資に復調の兆しがみられるなど、緩やかに回復しつつありました。 
このような状況のもと、当社グループの業績は、受注高は 292 億 5 千 6 百万円、売上高は 229 億 7 千 5

百万円となりました。また、利益面につきましては、営業利益は 15 億 9 百万円、経常利益は 13 億 9 千 7
百万円、四半期純利益は 7 億 4 千 6 百万円となりました。 
セグメント別の業績は、以下のとおりであります。 

 
＜発電システム部門＞ 

  受注高は、国内の火力発電設備等の案件が伸長しましたが、海外の火力発電設備の案件が期ずれしたこ

とにより減少しました。売上高は、国内外の火力発電設備等の案件が伸長したことにより増加しました。 

   

＜社会・産業システム部門＞ 

  受注高は、国内の一般産業関係の案件が縮小しましたが、海外案件や公共関係等の案件が伸長したこと

により増加しました。売上高は、国内の一般産業関係の案件が縮小したことに伴い、前年同期微減となり

ました。 

 

セグメント別の受注高及び売上高等 

セグメントの名称 
受注高 

（百万円）
前年 
同期比 

売上高 
（百万円）

前年 
同期比 

経常利益 
（百万円） 

前年 
同期比 

発 電 シ ス テ ム 部 門 14,275 △5.0% 15,032 72.2% 1,302 698.7%

社会・産業システム部門 14,980 14.8% 7,943 △ 1.9% 94 ―  

合  計 29,256  4.2% 22,975 36.6% 1,397 1,014.4%
  （注）社会・産業システム部門の前年同四半期は経常損失3千 7百万円となります。 

 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
 

当第１四半期末における資産は、前連結会計年度末から57億9千7百万円減少し1,706億8千5百万円となりま

した。これは主に、未成工事支出金が126億8百万円増加したものの、現金預金及び株式会社東芝へのグルー

プ預け金の減少121億9千3百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少72億7千万円によるものであります。 

一方、当第１四半期末における負債は、前連結会計年度末から55億8千万円減少し803億3百万円となりまし

た。これは主に、未成工事受入金が10億4千7百万円増加したものの、支払手形・工事未払金等の減少52億2
千4百万円、未払法人税等の減少33億2千6百万円によるものであります。 

また、当第１四半期末における純資産は、前連結会計年度末から2億1千7百万円減少し903億8千2百万円と

なりました。 

 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
 

平成 24 年 4 月 27 日に公表いたしました業績予想を修正しております。 
  詳細につきましては、平成 24 年 7 月 31 日に公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 
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４．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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
  該当事項はありません。 

 
(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
  該当事項はありません。 

     
(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
  該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表
（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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,456 4,328

グループ預け金 41,374 29,308

受取手形・完成工事未収入金等 87,898 80,627

未成工事支出金 19,015 31,623

その他 6,178 7,335

貸倒引当金 △401 △380

流動資産合計 158,520 152,841

固定資産

有形固定資産 6,347 6,308

無形固定資産 170 164

投資その他の資産

その他 11,571 11,497

貸倒引当金 △126 △126

投資その他の資産合計 11,445 11,371

固定資産合計 17,962 17,844

資産合計 176,483 170,685

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 33,199 27,974

未払法人税等 4,963 1,637

未成工事受入金 7,780 8,827

役員賞与引当金 70 85

完成工事補償引当金 626 616

その他 10,869 12,586

流動負債合計 57,509 51,727

固定負債

退職給付引当金 28,134 28,295

役員退職慰労引当金 27 25

その他 212 253

固定負債合計 28,373 28,575

負債合計 85,883 80,303
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 11,876 11,876

資本剰余金 20,910 20,910

利益剰余金 57,963 57,979

自己株式 △140 △140

株主資本合計 90,609 90,625

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3 △51

繰延ヘッジ損益 72 4

為替換算調整勘定 △186 △290

その他の包括利益累計額合計 △110 △337

少数株主持分 100 95

純資産合計 90,600 90,382

負債純資産合計 176,483 170,685
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 16,825 22,975

売上原価 14,349 18,951

売上総利益 2,476 4,024

販売費及び一般管理費 2,470 2,514

営業利益 5 1,509

営業外収益

受取利息 55 32

受取配当金 12 20

持分法による投資利益 8 －

貸倒引当金戻入額 29 22

その他 55 14

営業外収益合計 161 89

営業外費用

持分法による投資損失 － 9

為替差損 33 188

その他 9 4

営業外費用合計 42 202

経常利益 125 1,397

特別損失

投資有価証券評価損 143 －

特別損失合計 143 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△18 1,397

法人税、住民税及び事業税 643 1,784

法人税等調整額 △567 △1,135

法人税等合計 76 649

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△94 748

少数株主利益 2 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） △97 746
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△94 748

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 △54

繰延ヘッジ損益 1 △68

為替換算調整勘定 △23 △110

その他の包括利益合計 △22 △233

四半期包括利益 △117 514

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △118 518

少数株主に係る四半期包括利益 1 △4
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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及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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

（単位：百万円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

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）セグメント情報等

発電システム部門 社会・産業システム部門 合計

売上高

外部顧客への売上高 8,730 8,095 16,825

セグメント間の内部売上高

又は振替高
11 8 19

計 8,742 8,103 16,845

セグメント利益又は損失（△） 163 △37 125

利益 金額

報告セグメント計 125

四半期連結損益計算書の経常利益 125

発電システム部門 社会・産業システム部門 合計

売上高

外部顧客への売上高 15,032 7,943 22,975

セグメント間の内部売上高

又は振替高
5 66 71

計 15,037 8,009 23,047

セグメント利益 1,302 94 1,397

利益 金額

報告セグメント計 1,397

四半期連結損益計算書の経常利益 1,397

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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