
平成 26 年 ２月 ７ 日

西華産業株式会社 上場取引所 東証一部

URL http://www.seika.com

（役職名） 取締役社長 （氏名） 西　　裕康

（役職名） （氏名） 竹中　健一 TEL ( 03 ) 5221 - 7101

四半期報告書提出予定日 平成 26 年 ２月 14 日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

（百万円未満切捨て）

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成 25年 ４月 １日　～　平成 25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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

（注） 包括利益 26年３月期第３四半期 百万円（112.2％） 25年３月期第３四半期 百万円（－％）

円 銭 円 銭

（２）連結財政状態

百万円 百万円 ％

（参考） 自己資本 26年３月期第３四半期 百万円 25年３月期 百万円

２．配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

（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26年３月期の連結業績予想（平成 25年 ４月 １日　～　平成 26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
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※　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）

新規　－社　　（社名） 、除外　　－社　　（社名）

（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

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）

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

894,283株

26年３月期３Q

をご覧ください。

74,258,647株

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

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

26年３月期３Q 71,741,261株

業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

は終了していません。

　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、

なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】３ページ「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」

73,103,252株 25年３月期 73,103,252株

　業績予想につきましては、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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

25年３月期３Q

26年３月期３Q 3,437,702株 25年３月期
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀による金融政策の効果

から円高の修正や株価の回復がみられ、個人消費の持ち直し、生産活動の増加、企業収益の改善などに

より景気の緩やかな回復へとつながりました。 

一方、円安に伴う輸入原材料や燃料価格の高騰もあり、国内設備投資に対する慎重姿勢が続いてお

り、また中国をはじめとする新興国経済の減速懸念も依然払拭されていないことから、先行きについて

は引き続き不透明な状況で推移しております。 

このような経済環境の下、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績につきましては、

電力分野において大型設備商談があったものの、一般産業および電子・情報分野での受注が厳しい状況

で推移し、受注高は898億円（前年同期比3.0％減）となりました。また、売上高につきましても、電力

分野において大型設備の受渡があったものの、一般産業分野において大型設備の受渡が減少したことか

ら912億円（前年同期比12.7％減）となりました。その結果、営業利益は8.8億円（前年同期比55.3％

減）、経常利益は10.9億円（前年同期比48.6％減）、四半期純利益は5.5億円（前年同期比52.3％減）

となりました。 

なお、受注高、売上高のセグメント別の状況は以下のとおりであります。 

  

[セグメント別受注および販売の状況] 

(注) 環境保全設備の金額並びに構成比欄の（ ）内は、内数を示しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

事業部門の名称
受注高 売上高

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

機械等卸売事業

電力 42,947 47.8 35,491 38.9

一般産業 40,373 45.0 50,241 55.1

電子・情報 3,544 3.9 2,552 2.8

(環境保全設備） (2,798) (3.1) (2,938) (3.2)

計 86,865 96.7 88,285 96.8

  機械等製造事業 2,939 3.3 2,919 3.2

  合計 89,804 100.0 91,204 100.0
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当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,134百万円（1.7％）増加し

66,216百万円となりました。これは、流動資産が1,087百万円減少し、固定資産が2,221百万円増加した

ことによるものであります。流動資産の減少は、受取手形及び売掛金が4,853百万円減少し、現金及び

預金が1,197百万円、前渡金が2,203百万円増加したこと等によるものであります。また、固定資産の増

加は、機械装置及び運搬具が439百万円、時価評価差額が増加したこと等に伴い投資有価証券が1,514百

万円増加したこと等によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ321百万円（0.8％）増加し

42,329百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が2,060百万円減少し、前受金が1,976百万

円、長期借入金が573百万円増加したこと等によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ813百万円（3.5％）増加し23,886

百万円となりました。これは、株主資本が497百万円減少し、その他の包括利益累計額が1,321百万円増

加したこと等によるものであります。 

株主資本の減少は、自己株式が△621百万円増加したこと等によるものであります。 

その他の包括利益累計額の増加は、その他有価証券評価差額金が987百万円、為替換算調整勘定が334

百万円増加したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の35.1％から35.8％となりました。 

  

連結業績予想につきましては、平成25年11月１日の決算短信で公表しました通期の連結業績予想に変

更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,353 14,551

受取手形及び売掛金 32,568 27,714

リース投資資産 421 362

有価証券 187 29

商品及び製品 1,965 2,407

仕掛品 28 83

原材料及び貯蔵品 1,070 1,029

前渡金 2,482 4,686

繰延税金資産 334 164

その他 817 1,026

貸倒引当金 △131 △43

流動資産合計 53,100 52,013

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 336 343

機械装置及び運搬具 102 542

工具、器具及び備品 198 174

賃貸用資産 614 611

リース資産 52 46

土地 301 301

有形固定資産合計 1,605 2,019

無形固定資産   

のれん 166 131

施設利用権 137 135

ソフトウエア 300 252

その他 58 67

無形固定資産合計 663 587

投資その他の資産   

投資有価証券 8,754 10,268

長期貸付金 294 241

繰延税金資産 207 150

その他 506 975

貸倒引当金 △51 △39

投資その他の資産合計 9,711 11,596

固定資産合計 11,980 14,202

資産合計 65,081 66,216
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,425 25,364

短期借入金 6,396 6,512

リース債務 20 21

未払金 535 393

未払法人税等 709 1

前受金 2,760 4,737

賞与引当金 459 165

役員賞与引当金 49 8

繰延税金負債 8 27

その他 496 893

流動負債合計 38,862 38,125

固定負債   

長期借入金 1,206 1,779

リース債務 36 30

退職給付引当金 1,661 1,673

役員退職慰労引当金 195 228

繰延税金負債 2 477

その他 45 14

固定負債合計 3,146 4,203

負債合計 42,008 42,329

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,728 6,728

資本剰余金 2,097 2,097

利益剰余金 13,439 13,563

自己株式 △196 △817

株主資本合計 22,068 21,571

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,178 2,165

為替換算調整勘定 △382 △48

その他の包括利益累計額合計 795 2,117

少数株主持分 208 198

純資産合計 23,072 23,886

負債純資産合計 65,081 66,216
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 104,484 91,204

売上原価 95,339 83,435

売上総利益 9,144 7,768

販売費及び一般管理費 7,166 6,883

営業利益 1,977 884

営業外収益   

受取利息 28 15

受取配当金 69 64

有価証券売却益 23 129

為替差益 2 －

持分法による投資利益 49 57

その他 82 78

営業外収益合計 256 345

営業外費用   

支払利息 71 66

為替差損 － 30

その他 36 40

営業外費用合計 108 137

経常利益 2,125 1,092

特別利益   

投資有価証券売却益 － 6

特別利益合計 － 6

特別損失   

関係会社株式売却損 30 －

固定資産評価損 1 2

特別損失合計 32 2

税金等調整前四半期純利益 2,093 1,097

法人税、住民税及び事業税 822 382

法人税等調整額 100 168

法人税等合計 923 550

少数株主損益調整前四半期純利益 1,169 547

少数株主損失（△） △0 △10

四半期純利益 1,170 557

少数株主損失（△） △0 △10

少数株主損益調整前四半期純利益 1,169 547

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △293 986

為替換算調整勘定 6 334

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 0

その他の包括利益合計 △289 1,321

四半期包括利益 880 1,868

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 880 1,879

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △10
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当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日) 

該当事項はありません。  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日) 

該当事項はありません。  

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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【セグメント情報】  

前第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)  

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  

  

２ 報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利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) 

  

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失）  

 該当事項はありません。 

  
（のれんの金額の重要な変動）  

 該当事項はありません。 

  
（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等）

      (単位：百万円)

  機械等卸売事業 機械等製造事業 合計

売上高      

 外部顧客への売上高 100,965 3,518 104,484

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

18 344 362

 計 100,984 3,862 104,846

セグメント利益 1,802 150 1,952
 

  (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,952

取引消去に伴う調整額 33

のれんの償却額 △23

棚卸資産の調整額 14

貸倒引当金の調整額 1

固定資産の調整額 △0

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 1,977
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当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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  

  

２ 報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利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) 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失）  

 該当事項はありません。 

  
（のれんの金額の重要な変動）  

 該当事項はありません。 

  
（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

      (単位：百万円)

  機械等卸売事業 機械等製造事業 合計

売上高      

 外部顧客への売上高 88,285 2,919 91,204

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

457 254 711

 計 88,742 3,173 91,915

セグメント利益又は損失（△） 1,002 △88 914
 

  (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 914

取引消去に伴う調整額 55

のれんの償却額 △51

棚卸資産の調整額 △29

貸倒引当金の調整額 0

固定資産の調整額 △5

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 884
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 該当事項はありません。 

  
  
  

  
  
   

  
   

  
  

  
  

  
  

  

（重要な後発事象）
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