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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 16,825 △9.4 5 △98.5 125 △72.3 △97 ―

23年3月期第1四半期 18,580 △8.5 374 △61.2 452 △60.8 227 △61.9

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △117百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 144百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △1.00 ―

23年3月期第1四半期 2.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 159,304 84,197 52.8
23年3月期 167,335 85,048 50.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  84,127百万円 23年3月期  84,979百万円

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

23年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 63,000 7.0 3,800 18.7 4,000 14.3 2,300 18.6 23.61
通期 160,000 5.9 12,800 △2.7 13,000 △3.0 7,500 30.6 76.98



(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ます。 

4.  その他

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   ：  有

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） 24年3月期1Q 97,656,888 株 23年3月期 97,656,888 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 224,046 株 23年3月期 223,296 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 97,433,342 株 23年3月期1Q 97,437,965 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、東日本大震災の影響による急速な落ち込みがあったも

のの、サプライチェーンの復旧に伴い生産が持ち直し、輸出や個人消費が改善するとともに、設備投資も底

堅く推移するなど、景気は一時的な停滞から回復しつつありますが、いまだ震災前の水準には及ばない状況

にありました。 

このような状況のもと当社グループの業績は、受注高は 280 億 7 千 7 百万円、売上高は 168 億 2 千 5 百

万円となりました。また、利益面につきましては、経常利益は 1 億 2 千 5 百万円、四半期純損失は 9 千 7
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、国内外の火力発電設備等の案件が伸長したことなどによる影響を受け増加しましたが、売上

高は、発電所の定期点検及び改造工事等の案件が縮小したことなどによる影響を受け減少しました。 

 

＜社会・産業システム部門＞ 

  受注高は、一般産業関係等の案件が期ずれしたことなどによる影響を受け減少しましたが、売上高は、

前年同期並となりました。 

 

セグメント別の受注高及び売上高等 

事 業 部 門 
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 15,024 7.6% 8,730 △15.5% 163 △66.0%
社会・産業システム部門 13,053 △20.6% 8,095 △ 1.8% △37 ―  

合  計 28,077 △ 7.6% 16,825 △ 9.4% 125 △72.3%
 （注）社会・産業システム部門の前年同四半期は経常損失 2 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80億3千1百万円減少し1,593億4百万円となりました。

これは主に、未成工事支出金が131億6千6百万円増加したものの、現金預金及び株式会社東芝へのグループ預

け金の減少67億7千7百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少132億1千9百万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71億8千1百万円減少し751億6百万円となり

ました。これは主に、未成工事受入金が15億9千3百万円増加したものの、支払手形・工事未払金等の減少67
億9千5百万円、未払法人税等の減少48億8千8百万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8億5千万円減少し841億9千7百万円となり

ました。 

 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
 

平成 23 年 4 月 28 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 23 年 7 月 28 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 
・外貨建予定取引に係る為替予約取引の処理方法の変更 

従来、外貨建予定取引に係る為替予約取引について、時価評価を行い評価差額を損益処理しておりま

したが、当連結会計年度よりヘッジ会計を適用し、繰延ヘッジ処理に変更しております。これは為替変

動リスクの管理方針を改定したことに伴い、為替変動リスクの管理活動を財務諸表に適切に反映し、財

政状態及び経営成績をより適正に表示するために変更したものであります。  
当該会計方針の変更は、過去の期間に与える影響額が軽微であるため、遡及適用しておりません。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 
 

・会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 
当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月４

日）を適用しております。 

 

東芝プラントシステム㈱（1983）　　平成24年3月期　第1四半期決算短信

- 3 -



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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,308 4,686

グループ預け金 37,425 30,270

受取手形・完成工事未収入金等 78,938 65,719

未成工事支出金 17,936 31,102

その他 9,521 8,503

貸倒引当金 △202 △172

流動資産合計 147,927 140,109

固定資産   

有形固定資産 6,510 6,458

無形固定資産 133 129

投資その他の資産   

その他 12,883 12,731

貸倒引当金 △119 △126

投資その他の資産合計 12,763 12,605

固定資産合計 19,408 19,194

資産合計 167,335 159,304

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 34,965 28,170

未払法人税等 5,711 823

未成工事受入金 3,778 5,372

役員賞与引当金 70 80

完成工事補償引当金 857 853

その他 9,166 11,995

流動負債合計 54,551 47,296

固定負債   

退職給付引当金 27,553 27,698

役員退職慰労引当金 36 18

その他 145 92

固定負債合計 27,736 27,809

負債合計 82,287 75,106
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23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 52,450 51,621

自己株式 △138 △139

株主資本合計 85,098 84,269

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8 7

繰延ヘッジ損益 － 1

為替換算調整勘定 △127 △150

その他の包括利益累計額合計 △118 △141

少数株主持分 68 70

純資産合計 85,048 84,197

負債純資産合計 167,335 159,304
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 18,580 16,825

売上原価 15,707 14,349

売上総利益 2,873 2,476

販売費及び一般管理費 2,499 2,470

営業利益 374 5

営業外収益   

受取利息 30 55

受取配当金 34 12

持分法による投資利益 － 8

保険配当金 54 0

その他 18 85

営業外収益合計 137 161

営業外費用   

持分法による投資損失 12 －

為替差損 35 33

その他 11 9

営業外費用合計 58 42

経常利益 452 125

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（△）

452 △18

法人税、住民税及び事業税 770 643

法人税等調整額 △549 △567

法人税等合計 220 76

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（△）

232 △94

少数株主利益 5 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 227 △97
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

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（△）

232 △94

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △62 △0

繰延ヘッジ損益 － 1

為替換算調整勘定 △24 △23

その他の包括利益合計 △87 △22

四半期包括利益 144 △117

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 139 △118

少数株主に係る四半期包括利益 4 1
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

(セグメント情報) 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22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） 

   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  

  

              10,333

  

            8,247 

  

        18,580

  セグメント間の内部売上高  

  又は振替高  
            100                  39            139

計                10,433                8,286         18,720

 セグメント利益又は損失（△）                  480                 △27            452

   

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） 

利益 金額  

報告セグメント計                                         452 

四半期連結損益計算書の経常利益                                         452 

   

Ⅱ 当第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） 

   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

    

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） 

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 

  

(5) 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。 
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