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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）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

完成工事高 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 35,519 7.3 785 ― 994 835.7 531 ―

24年３月期第３四半期 33,098 △4.4 △83 ― 106 △59.2 △26 ―

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 590百万円( ―％) 24年３月期第３四半期 △74百万円( ―％)

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 23.98 ―

24年３月期第３四半期 △1.20 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第３四半期 41,926 25,281 56.3

24年３月期 43,008 25,036 54.4
(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 23,604百万円 24年３月期 23,387百万円

２．配当の状況

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00
25年３月期 ― 5.00 ―

25年３月期(予想) 10.00 15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

完成工事高 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 51,500 2.7 950 3.6 1,200 4.9 600 49.9 27.09

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）詳細は、添付資料３ページ「（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 23,138,400株 24年３月期 23,138,400株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 993,482株 24年３月期 989,587株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 22,146,582株 24年３月期３Ｑ 22,150,712株

※ 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ますが、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
本資料に記載している予想数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業

績は予想と異なる場合があります。
なお、業績予想に関する事項につきましては、添付資料２ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」を

ご参照ください。
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当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、情報通信工事業の増加により、受注高427

億１千８百万円（前年同期比123.0％）、完成工事高355億１千９百万円（前年同期比107.3％）とな

りました。

また、損益につきましては、完成工事高の増加や原価率の改善により 、営業利益７億８千５百万

円（前年同期は８千３百万円の営業損失）、経常利益９億９千４百万円（前年同期は１億６百万円の

経常利益）、四半期純利益５億３千１百万円（前年同期は２千６百万円の四半期純損失）となりまし

た。

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が４億１千５百万円増加、未成工事支出金

が28億３千６百万円増加した一方で、受取手形・完成工事未収入金等が40億９百万円減少、リース投

資資産が５億７千２百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ10億８千１百万円減少

し、419億２千６百万円となりました。

負債は、未払法人税等が２億７百万円増加、未成工事受入金が４億６千３百万円増加しましたが、

工事未払金等が８億８千８百万円減少、長期借入金が８億４百万円減少したことなどにより、前連結

会計年度末に比べ13億２千６百万円減少し、166億４千５百万円となりました。

純資産は、利益剰余金が１億９千８百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ２億

４千５百万円増加し、252億８千１百万円となりました。

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５月10日に公表いたしました業績予想か

ら変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。

税金費用の計算

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税

率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用して

おります。

該当事項はありません。

２．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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３．四半期連結財務諸表
（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 4,795 5,211

受取手形・完成工事未収入金等 12,231 8,222

リース投資資産 3,639 3,067

有価証券 650 650

未成工事支出金 1,707 4,544

商品 298 446

材料貯蔵品 172 264

繰延税金資産 319 323

その他 369 631

貸倒引当金 △129 △79

流動資産合計 24,055 23,281

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,812 8,853

機械、運搬具及び工具器具備品 8,698 8,433

土地 7,845 7,845

建設仮勘定 10 0

減価償却累計額 △11,488 △11,546

有形固定資産合計 13,878 13,586

無形固定資産 215 220

投資その他の資産

投資有価証券 3,721 3,725

繰延税金資産 789 779

その他 497 529

貸倒引当金 △148 △194

投資その他の資産合計 4,859 4,838

固定資産合計 18,953 18,645

資産合計 43,008 41,926
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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

支払手形・工事未払金等 5,770 4,882

短期借入金 2,630 2,623

未払法人税等 116 323

未成工事受入金 105 568

賞与引当金 598 312

役員賞与引当金 16 12

工事損失引当金 32 39

その他 638 556

流動負債合計 9,909 9,319

固定負債

長期借入金 3,180 2,375

繰延税金負債 515 515

退職給付引当金 3,313 3,411

役員退職慰労引当金 25 27

その他 1,028 995

固定負債合計 8,063 7,326

負債合計 17,972 16,645

純資産の部

株主資本

資本金 1,600 1,600

資本剰余金 1,959 1,959

利益剰余金 19,806 20,005

自己株式 △491 △492

株主資本合計 22,874 23,072

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 513 532

その他の包括利益累計額合計 513 532

少数株主持分 1,648 1,676

純資産合計 25,036 25,281

負債純資産合計 43,008 41,926
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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)

完成工事高 33,098 35,519

完成工事原価 31,347 32,831

完成工事総利益 1,750 2,688

販売費及び一般管理費 1,834 1,902

営業利益又は営業損失（△） △83 785

営業外収益

受取配当金 96 102

受取地代家賃 53 61

その他 54 52

営業外収益合計 204 216

営業外費用

支払利息 4 4

投資事業組合運用損 2 2

その他 6 1

営業外費用合計 14 8

経常利益 106 994

特別利益

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産売却損 0 2

固定資産除却損 6 4

投資有価証券評価損 8 7

退職給付制度改定損 118 －

その他 0 －

特別損失合計 133 14

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（△） △26 980

法人税等 △94 409

少数株主損益調整前四半期純利益 68 570

少数株主利益 94 39

四半期純利益又は四半期純損失（△） △26 531
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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利益 68 570

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △142 19

その他の包括利益合計 △142 19

四半期包括利益 △74 590

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △168 550

少数株主に係る四半期包括利益 94 39

西部電気工業㈱（1937）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

7



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
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４．補足情報
四半期連結受注高及び完成工事高の状況

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

（自 平成23年 4月 1日 （自 平成24年 4月 1日

至 平成23年 12月31日） 至 平成24年12月31日）

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

前
期
繰
越
受
注
高

報
告
セ
グ
メ
ン
ト

情報通信工事業 6,993 72.4  6,870 66.3

ソリューション事業 743 7.7  760 7.3

計 7,737 80.1  7,630 73.6

その他 1,916 19.9  2,739 26.4

合計 9,653 100.0  10,369 100.0

報
告
セ
グ
メ
ン
ト

情報通信工事業 24,088 69.4  30,949 72.4

当
期
受
注
高

ソリューション事業 3,694 10.6  3,709 8.7

計 27,782 80.0  34,659 81.1

その他 6,937 20.0  8,059 18.9

合計 34,719 100.0  42,718 100.0

報
告
セ
グ
メ
ン
ト

情報通信工事業 23,768 71.8  26,673 75.1

完
成
工
事
高

ソリューション事業 3,197 9.7  3,228 9.1

計 26,965 81.5  29,902 84.2

その他 6,132 18.5  5,616 15.8

合計 33,098 100.0  35,519 100.0

報
告
セ
グ
メ
ン
ト

情報通信工事業 7,313 64.9  11,146 63.4

次
期
繰
越
受
注
高

ソリューション事業 1,240 11.0  1,241 7.1

計 8,553 75.9  12,388 70.5

その他 2,721 24.1  5,181 29.5

合計 11,275 100.0  17,569 100.0
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