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1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30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）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年3月期第3四半期 12,814 △4.8 △555 ― △491 ― △334 ―

30年3月期第3四半期 13,462 △7.3 184 △71.8 212 △69.0 85 △79.6

（注）包括利益 31年3月期第3四半期　　△268百万円 （―％） 30年3月期第3四半期　　226百万円 （△59.6％）

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

31年3月期第3四半期 △8.56 ―

30年3月期第3四半期 2.19 ―

(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 ％

31年3月期第3四半期 26,068 12,367 47.4

30年3月期 26,107 12,752 48.8

（参考）自己資本 31年3月期第3四半期 12,367百万円 30年3月期 12,752百万円

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

30年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

31年3月期 ― 0.00 ―

31年3月期（予想） ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

31年３月期の期末配当予想につきましては、現時点では未定であります。

3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 19,600 2.7 △300 ― △260 ― △200 ― △5.12

（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（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

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） 31年3月期3Q 39,095,000 株 30年3月期 39,095,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期3Q 57,393 株 30年3月期 57,392 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期3Q 39,037,607 株 30年3月期3Q 39,037,897 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については添付資料2ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報　（３）連結業績予想などの将来予測情報に
関する説明」をご覧ください。
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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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境および企業収益の改善などを背景に緩やかな

回復基調が継続しました。一方、海外においては、米中貿易摩擦の激化をはじめとする海外経済および政治情勢の

不確実性や地政学リスクの継続など、先行きは不透明な状況で推移しました。

このような環境のもと、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は12,814百万円（前年同四半期比4.8%

減）、営業損失は555百万円（前年同四半期は営業利益184百万円）、経常損失は491百万円（前年同四半期は経常利

益212百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は334百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純

利益85百万円）となりました。

当社の属する事業のうち造船および船舶関連市場においては、低迷が続いていた海運マーケットは底を脱したと

みられますが、船舶の供給過剰感は払拭されず、本格的な回復にはなお時間を要すると考えられます。一方、発

電・産業システム市場では、2016年以降の電力・ガスの全面自由化および再生可能エネルギーへの転換など市場環

境、電力需給の変化は継続しております。このような状況のなか、売上高は船舶用電機システムの売上が減少した

ことにより減収となりました。損益につきましては、品質対応費の増加および売上高の減少により減益となりまし

た。

当社グループは単一セグメントであるため、主要製品別に業績を示すと次のとおりであります。

船舶用電機システムについては、船舶関連市場が回復に至らなかったことによる前年度までの受注量の減少が影

響し、売上高は5,210百万円（前年同四半期比16.7%減）となりました。

発電・産業システムについては、国内市場が引き続き堅調に推移したことにより、売上高は7,603百万円（前年同

四半期比5.5%増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　① 資産

流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ194百万円減少し、13,241百万円となりました。主な減少要因は、受

取手形及び売掛金の減少1,537百万円であります。一方、主な増加要因は、商品及び製品の増加951百万円、仕掛品

の増加289百万円等であります。

固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ156百万円増加し、12,827百万円となりました。これは主に、投資その

他の資産が126百万円増加したことによります。 以上により、資産合計は前連結会計年度末に比べ38百万円減少し、

26,068百万円となりました。

　② 負債

流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ706百万円増加し、7,779百万円となりました。主な増加要因は、支

払手形及び買掛金の増加518百万円、その他流動負債の増加213百万円等であります。

固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ359百万円減少し、5,922百万円となりました。これは主に、退職給付

に係る負債が332百万円減少したことによります。

以上により、負債合計は前連結会計年度末に比べ346百万円増加し、13,701百万円となりました。

③ 純資産

　 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ385百万円減少し、12,367百万円となりました。株主資本は、剰余金の

配当117百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失334百万円等を反映し、450百万円の減少となっております。

　 以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の48.8%から47.4%へと1.4%減少いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期業績予想につきましては、概ね計画通りに推移しておりますので、現時点においては平成30年10月31日に公

表いたしました通期業績予想は変更しておりません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 68,604 230,364

グループ預け金 2,206,916 1,995,557

受取手形及び売掛金 8,551,382 7,013,724

商品及び製品 734,370 1,686,008

仕掛品 1,572,456 1,862,299

原材料及び貯蔵品 159,652 155,171

その他 153,947 306,863

貸倒引当金 △11,715 △8,883

流動資産合計 13,435,614 13,241,106

固定資産

有形固定資産

土地 8,216,232 8,215,336

その他（純額） 2,581,919 2,616,804

有形固定資産合計 10,798,152 10,832,140

無形固定資産 33,847 29,748

投資その他の資産 1,839,482 1,965,689

固定資産合計 12,671,482 12,827,578

資産合計 26,107,096 26,068,685

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,617,484 5,135,580

未払法人税等 11,836 5,067

引当金 249,838 231,612

その他 2,193,270 2,406,757

流動負債合計 7,072,429 7,779,018

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 2,450,172 2,449,897

引当金 73,639 46,857

退職給付に係る負債 3,738,287 3,406,199

資産除去債務 19,383 19,693

その他 762 -

固定負債合計 6,282,244 5,922,648

負債合計 13,354,674 13,701,666
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,232,562 2,232,562

資本剰余金 500,062 500,062

利益剰余金 4,988,301 4,537,682

自己株式 △10,075 △10,076

株主資本合計 7,710,850 7,260,231

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 29,936 11,904

土地再評価差額金 5,556,926 5,556,304

為替換算調整勘定 △22,154 △23,574

退職給付に係る調整累計額 △523,136 △437,846

その他の包括利益累計額合計 5,041,571 5,106,788

純資産合計 12,752,421 12,367,019

負債純資産合計 26,107,096 26,068,685

決算短信（宝印刷） 2019年01月23日 13時03分 4ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



西芝電機㈱(6591) 平成31年３月期 第３四半期決算短信

5

（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：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 13,462,263 12,814,001

売上原価 10,796,212 10,484,098

売上総利益 2,666,051 2,329,903

販売費及び一般管理費 2,481,141 2,885,767

営業利益又は営業損失（△） 184,909 △555,864

営業外収益

受取利息 223 14,887

受取配当金 2,354 2,799

不動産賃貸料 24,171 24,171

その他 11,816 28,482

営業外収益合計 38,566 70,342

営業外費用

固定資産除却損 7,180 3,035

その他 3,778 2,879

営業外費用合計 10,959 5,914

経常利益又は経常損失（△） 212,516 △491,437

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（△）

212,516 △491,437

法人税、住民税及び事業税 16,886 22,296

法人税等調整額 110,279 △179,605

法人税等合計 127,166 △157,308

四半期純利益又は四半期純損失（△） 85,350 △334,128

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

85,350 △334,128
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 85,350 △334,128

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13,187 △18,031

為替換算調整勘定 △2,229 △1,419

退職給付に係る調整額 130,249 85,289

その他の包括利益合計 141,207 65,838

四半期包括利益 226,557 △268,289

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 226,557 △268,289

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（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）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。
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