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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 9,720 21.7 3 ― △1 ― △8 ―
24年3月期第3四半期 7,986 4.8 △280 ― △281 ― △201 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △7百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △209百万円 （―％）

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3四半期 △2.37 ―
24年3月期第3四半期 △57.61 ―

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

25年3月期第3四半期 6,538 4,130 63.2 1,180.56
24年3月期 9,666 4,189 43.3 1,197.62
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 4,130百万円 24年3月期 4,189百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 15.00 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、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 17,000 10.6 360 224.8 350 231.9 190 ― 54.31



(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 ： 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料P．２「１．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

(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

四半期報告書のレビュー手続を実施しています。

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際

の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。
なお、平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年10月31日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

※  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 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
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3Q 3,500,000 株 24年3月期 3,500,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,631 株 24年3月期 1,631 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 3,498,369 株 24年3月期3Q 3,498,369 株
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該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理)

原価差異の繰延処理

季節的に変動する操業度により発生した原価差異のうち、原価計算期間末までにほぼ解消が見込ま

れるものについては、当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。

これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

１．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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２．四半期連結財務諸表等

（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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,411 1,012

受取手形及び売掛金 5,577 2,343

商品 387 507

仕掛品 94 396

原材料 125 87

繰延税金資産 188 193

その他 317 416

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 8,102 4,956

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,145 1,193

減価償却累計額 △602 △619

減損損失累計額 △105 △105

建物及び構築物（純額） 436 468

機械装置及び運搬具 983 973

減価償却累計額 △905 △920

減損損失累計額 △1 △1

機械装置及び運搬具（純額） 77 51

工具、器具及び備品 449 456

減価償却累計額 △278 △292

減損損失累計額 △31 △31

工具、器具及び備品（純額） 138 132

土地 237 237

建設仮勘定 18 34

有形固定資産合計 909 925

無形固定資産 46 35

投資その他の資産

投資有価証券 94 87

前払年金費用 70 76

繰延税金資産 107 107

その他 389 387

貸倒引当金 △54 △39

投資その他の資産合計 608 620

固定資産合計 1,564 1,581

資産合計 9,666 6,538
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,490 1,392

1年内支払予定のリース債務 1 1

未払法人税等 12 16

賞与引当金 208 32

短期解約損失引当金 4 4

その他 655 857

流動負債合計 5,372 2,305

固定負債

リース債務 3 2

退職給付引当金 10 10

資産除去債務 21 21

その他 70 68

固定負債合計 104 103

負債合計 5,477 2,408

純資産の部

株主資本

資本金 523 523

資本剰余金 498 498

利益剰余金 3,157 3,096

自己株式 △1 △1

株主資本合計 4,178 4,117

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11 12

その他の包括利益累計額合計 11 12

純資産合計 4,189 4,130

負債純資産合計 9,666 6,538
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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３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 7,986 9,720

売上原価 6,099 7,368

売上総利益 1,887 2,352

販売費及び一般管理費 2,167 2,348

営業利益又は営業損失（△） △280 3

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 2 2

その他 4 4

営業外収益合計 7 6

営業外費用

支払利息 0 0

支払手数料 3 3

固定資産除却損 1 4

その他 2 3

営業外費用合計 8 11

経常損失（△） △281 △1

税金等調整前四半期純損失（△） △281 △1

法人税、住民税及び事業税 14 11

法人税等調整額 △93 △4

法人税等合計 △79 6

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △201 △8

四半期純損失（△） △201 △8
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △201 △8

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8 1

その他の包括利益合計 △8 1

四半期包括利益 △209 △7

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △209 △7

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

西菱電機㈱（4341） 平成25年3月期 第3四半期決算短信

- 7 -


	決算短信（サマリー）01221530.pdf
	決算短信01281645.pdf



