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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 73,689 17.9 6,783 44.5 6,922 44.7 3,912 58.3
24年3月期第2四半期 62,495 6.2 4,695 46.6 4,784 36.7 2,470 27.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 3,782百万円 （57.4％） 24年3月期第2四半期 2,403百万円 （62.5％）

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2四半期 40.16 ―
24年3月期第2四半期 25.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 171,677 93,626 54.5
24年3月期 176,483 90,600 51.3
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  93,534百万円 24年3月期  90,499百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
25年3月期 ― 7.50
25年3月期（予想） ― 7.50 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 172,000 6.0 15,600 4.5 15,600 2.4 9,500 36.2 97.50



(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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。 

※  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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 97,656,888 株 24年3月期 97,656,888 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 227,809 株 24年3月期 225,785 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 97,430,204 株 24年3月期2Q 97,432,623 株
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１．連結経営成績に関する定性的情報 

 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興関連需要やエネルギー関連投資により、国内需要

は底堅く推移しました。しかしながら、円高の長期化等に加え、欧州の債務危機問題の影響等による世界経

済の減速懸念など、景気回復の動きは当第２四半期後半から足踏み状態にありました。 

このような状況のもと、当社グループの業績は、受注高は 714 億 6 千 8 百万円、売上高は 736 億 8 千 9 百

万円となりました。また、利益面につきましては、営業利益は 67 億 8 千 3 百万円、経常利益は 69 億 2 千 2
百万円、四半期純利益は 39 億 1 千 2 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期ずれしたことなどにより減少しました。売上高は、国内

外の火力・水力発電設備等の案件が伸長したことなどにより増加しました。 

 

＜社会・産業システム部門＞ 

受注高は、海外案件等が伸長したことなどにより増加しました。売上高は、国内の一般産業関係等の案

件が縮小しましたが、海外案件等が伸長し前年同期並みとなりました。 

 

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 31,805 △25.4% 50,255 29.3% 5,654 56.5%

社会・産業システム部門 39,663 38.5% 23,434 △0.9% 1,267 8.3%

合  計 71,468 0.3% 73,689 17.9% 6,922 44.7%

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
 

当第２四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末から48億6百万円減少し1,716億7千7百万

円となりました。これは主に、現金預金及び株式会社東芝へのグループ預け金の増加122億5千8百万円、未成

工事支出金の増加46億1千6百万円があるものの、受取手形・完成工事未収入金等の減少208億7千6百万円に

よるものであります。 

一方、当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から78億3千2百万円減少し780億5
千万円となりました。これは主に、支払手形・工事未払金等の減少57億9千2百万円、未払法人税等の減少26
億2千3百万円によるものであります。 

また、当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末から30億2千6百万円増加し936
億2千6百万円となりました。 

 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
 

平成 24 年 7 月 31 日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
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４．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（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 
該当事項はありません。 
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,456 4,910

グループ預け金 41,374 53,178

受取手形・完成工事未収入金等 87,898 67,022

未成工事支出金 19,015 23,631

その他 6,178 5,424

貸倒引当金 △401 △380

流動資産合計 158,520 153,786

固定資産   

有形固定資産 6,347 6,322

無形固定資産 170 161

投資その他の資産   

その他 11,571 11,533

貸倒引当金 △126 △126

投資その他の資産合計 11,445 11,406

固定資産合計 17,962 17,890

資産合計 176,483 171,677

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 33,199 27,406

未払法人税等 4,963 2,340

未成工事受入金 7,780 9,919

役員賞与引当金 70 32

完成工事補償引当金 626 659

その他 10,869 8,984

流動負債合計 57,509 49,343

固定負債   

退職給付引当金 28,134 28,402

役員退職慰労引当金 27 28

その他 212 276

固定負債合計 28,373 28,707

負債合計 85,883 78,050
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 57,963 61,145

自己株式 △140 △142

株主資本合計 90,609 93,789

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3 △0

繰延ヘッジ損益 72 13

為替換算調整勘定 △186 △268

その他の包括利益累計額合計 △110 △255

少数株主持分 100 92

純資産合計 90,600 93,626

負債純資産合計 176,483 171,677
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 62,495 73,689

売上原価 52,717 61,698

売上総利益 9,777 11,990

販売費及び一般管理費 5,081 5,207

営業利益 4,695 6,783

営業外収益   

受取利息 81 60

受取配当金 12 21

持分法による投資利益 19 －

保険配当金 139 146

その他 71 62

営業外収益合計 323 290

営業外費用   

持分法による投資損失 － 5

為替差損 220 131

その他 14 14

営業外費用合計 234 151

経常利益 4,784 6,922

特別損失   

投資有価証券評価損 229 80

特別損失合計 229 80

税金等調整前四半期純利益 4,554 6,842

法人税、住民税及び事業税 1,345 2,439

法人税等調整額 734 468

法人税等合計 2,080 2,908

少数株主損益調整前四半期純利益 2,474 3,933

少数株主利益 3 21

四半期純利益 2,470 3,912
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,474 3,933

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4 △3

繰延ヘッジ損益 50 △59

為替換算調整勘定 △116 △88

その他の包括利益合計 △70 △151

四半期包括利益 2,403 3,782

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,401 3,767

少数株主に係る四半期包括利益 1 14

東芝プラントシステム㈱（1983）　平成25年3月期　第2四半期決算短信

- 7 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 4,554 6,842

減価償却費 357 357

有形固定資産処分損益（△は益） 17 5

投資有価証券評価損益（△は益） 229 80

貸倒引当金の増減額（△は減少） 153 △21

退職給付引当金の増減額（△は減少） 252 270

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15 1

受取利息及び受取配当金 △93 △81

売上債権の増減額（△は増加） 20,416 20,819

未成工事支出金の増減額（△は増加） △10,101 △4,630

仕入債務の増減額（△は減少） △11,401 △5,670

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,468 2,223

工事損失引当金の増減額（△は減少） 41 －

その他 830 △1,663

小計 6,711 18,533

利息及び配当金の受取額 122 81

法人税等の支払額 △5,071 △5,042

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,761 13,573

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △0 △80

定期預金の払戻による収入 113 1

グループ預け金の預入による支出 △760 －

グループ預け金の払戻による収入 810 840

短期貸付けによる支出 － △1

短期貸付金の回収による収入 2 1

有形固定資産の取得による支出 △275 △319

有形固定資産の売却による収入 1 15

長期保証金の支払による支出 △18 △8

長期保証金の返還による収入 9 24

その他 △10 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △127 464

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △730 △730

その他 △9 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △740 △764

現金及び現金同等物に係る換算差額 △171 △251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 722 13,021

現金及び現金同等物の期首残高 40,874 44,959

現金及び現金同等物の四半期末残高 41,596 57,980
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  該当事項はありません。   

   

    該当事項はありません。 

  

(セグメント情報）  

 Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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）

  

  

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）

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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）

  

  

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）

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  

  
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  

  

                38,854

  

             23,640

  

       62,495

  セグメント間の内部売上高  

  又は振替高  
              74                    34           109

計                    38,928                 23,675        62,604

 セグメント利益                   3,613                  1,170         4,784

利益 金額 

報告セグメント計                                          4,784

四半期連結損益計算書の経常利益                                           4,784

  

  
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  

  

                50,255  23,434

  

       73,689

  セグメント間の内部売上高  

  又は振替高  
              124  101           226

計                    50,379                  23,536        73,916

 セグメント利益                    5,654                     1,267         6,922

利益 金額 

報告セグメント計                                          6,922

四半期連結損益計算書の経常利益                                           6,922
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