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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 72,438 △1.7 4,627 △31.8 4,803 △30.6 2,937 △24.9
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

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 2,951百万円 （△22.0％） 25年3月期第2四半期 3,782百万円 （57.4％）

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

26年3月期第2四半期 30.15 ―
25年3月期第2四半期 40.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 179,827 102,076 56.6
25年3月期 188,080 99,861 53.0
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  101,840百万円 25年3月期  99,681百万円

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

25年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
26年3月期 ― 7.50
26年3月期（予想） ― 7.50 15.00

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   

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 185,000 7.0 16,300 1.6 16,500 0.0 10,000 △2.8 102.64



(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。 

※  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   ：  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） 26年3月期2Q 97,656,888 株 25年3月期 97,656,888 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 235,925 株 25年3月期 232,984 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 97,421,878 株 25年3月期2Q 97,430,204 株
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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 2 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和に伴う円安や株高が定着し、個人消費も雇用や

所得環境に改善の兆しが見られる中で、引き続き底堅く推移しました。更に、輸出や設備投資が持ち直し傾向

にある中で、企業の生産や収益が改善し、景気は緩やかな回復基調にありました。 
このような状況のもと、当社グループの業績は、受注高は 1,236 億 1 千 1 百万円、売上高は 724 億 3 千 8 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 46 億 2 千 7 百万円、経常利益は 48 億 3 百万円、

四半期純利益は 29 億 3 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、海外の火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。売上高は、国内外の火力

発電設備等の案件が縮小したことなどにより減少しました。 

 

＜社会・産業システム部門＞ 

  受注高は、太陽光発電設備等のエネルギー関連システム分野の案件が伸長したことにより増加しました。売

上高は、太陽光発電設備及び海外の一般産業関係等の案件が伸長したことにより増加しました。 

 

セグメント別の受注高及び売上高等 

セグメントの名称 
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 63,672 100.2% 37,191 △26.0% 3,268 △42.2%

社会・産業システム部門 59,938 51.1% 35,247 50.4% 1,535 21.1%

合  計 123,611 73.0% 72,438 △ 1.7% 4,803 △30.6%

 
 

(2) 財政状態に関する説明 
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82億5千3百万円減少し、1,798億2千7百

万円となりました。これは主に、グループ預け金の増加108億1千7百万円、未成工事支出金の増加14億1千8百万

円があるものの、受取手形・完成工事未収入金等の減少217億1千8百万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104億6千7百万円減少し、777億5

千万円となりました。これは主に、未成工事受入金の増加31億9千5百万円があるものの、支払手形・工事未払

金等の減少85億2千5百万円、未払法人税等の減少28億7千3百万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22億1千4百万円増加し、1,020

億7千6百万円となりました。 

 
 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 
平成 25 年 4 月 26 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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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 
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 
   （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当社グループの有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法については、従来、主として定率法を

採用しておりましたが、当連結会計年度より定額法へ変更しております。 
この変更は、平成 25 年度を初年度とする「13中期経営計画」において、設備投資は修繕や取替投資が中心と

なり、安定的となることが明らかになったことから、当社グループの有形固定資産の減価償却方法を定額法に

変更することが、より適切な費用配分の実施となると判断したためであります。 
なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

 

東芝プラントシステム㈱（1983）　平成26年3月期　第2四半期決算短信

- 3 -



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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,408 4,081

グループ預け金 56,820 67,637

受取手形・完成工事未収入金等 87,451 65,733

未成工事支出金 16,704 18,122

その他 6,108 5,929

貸倒引当金 △392 △73

流動資産合計 170,100 161,431

固定資産   

有形固定資産 6,171 6,198

無形固定資産 148 236

投資その他の資産   

その他 11,783 12,081

貸倒引当金 △123 △121

投資その他の資産合計 11,659 11,960

固定資産合計 17,979 18,395

資産合計 188,080 179,827

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 34,239 25,714

未払法人税等 3,996 1,122

未成工事受入金 9,355 12,550

役員賞与引当金 72 26

完成工事補償引当金 565 562

その他 10,874 8,477

流動負債合計 59,103 48,453

固定負債   

退職給付引当金 28,770 28,968

役員退職慰労引当金 33 18

その他 311 311

固定負債合計 29,115 29,297

負債合計 88,218 77,750

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 66,786 68,993

自己株式 △148 △152

株主資本合計 99,424 101,627

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 50 286

繰延ヘッジ損益 129 17

為替換算調整勘定 76 △89

その他の包括利益累計額合計 256 213

少数株主持分 180 235

純資産合計 99,861 102,076

負債純資産合計 188,080 179,827
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 73,689 72,438

売上原価 61,698 62,521

売上総利益 11,990 9,916

販売費及び一般管理費 5,207 5,289

営業利益 6,783 4,627

営業外収益   

受取利息 60 85

受取配当金 21 18

持分法による投資利益 － 1

保険配当金 146 71

その他 62 130

営業外収益合計 290 308

営業外費用   

持分法による投資損失 5 －

為替差損 131 108

その他 14 23

営業外費用合計 151 131

経常利益 6,922 4,803

特別損失   

投資有価証券評価損 80 －

特別損失合計 80 －

税金等調整前四半期純利益 6,842 4,803

法人税、住民税及び事業税 2,439 1,070

法人税等調整額 468 729

法人税等合計 2,908 1,799

少数株主損益調整前四半期純利益 3,933 3,003

少数株主利益 21 66

四半期純利益 3,912 2,937
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,933 3,003

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3 235

繰延ヘッジ損益 △59 △111

為替換算調整勘定 △88 △175

その他の包括利益合計 △151 △52

四半期包括利益 3,782 2,951

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,767 2,894

少数株主に係る四半期包括利益 14 56
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（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 6,842 4,803

減価償却費 357 266

投資有価証券評価損益（△は益） 80 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 △319

退職給付引当金の増減額（△は減少） 270 203

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 △15

受取利息及び受取配当金 △81 △104

有形固定資産処分損益（△は益） 5 －

有形固定資産売却損益（△は益） △1 1

売上債権の増減額（△は増加） 20,819 21,590

未成工事支出金の増減額（△は増加） △4,630 △1,430

仕入債務の増減額（△は減少） △5,670 △8,464

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,223 3,226

その他 △1,661 △3,349

小計 18,533 16,408

利息及び配当金の受取額 81 118

法人税等の支払額 △5,042 △3,913

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,573 12,614

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 △80 △162

定期預金の払戻による収入 1 120

グループ預け金の預入による支出 － △19,270

グループ預け金の払戻による収入 840 11,090

短期貸付けによる支出 △1 △0

短期貸付金の回収による収入 1 1

有形固定資産の取得による支出 △319 △183

有形固定資産の売却による収入 15 13

無形固定資産の取得による支出 △4 △110

長期保証金の支払による支出 △8 △11

長期保証金の返還による収入 24 10

その他 △3 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー 464 △8,504

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 △33 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △764 △744

現金及び現金同等物に係る換算差額 △251 △87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,021 3,278

現金及び現金同等物の期首残高 44,959 49,105

現金及び現金同等物の四半期末残高 57,980 52,384
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第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）

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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）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）

（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  

  

                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

  

  
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  

  

                37,191  35,247

  

       72,438

  セグメント間の内部売上高  

  又は振替高  
              3  24           27

計                    37,194                  35,271        72,465

 セグメント利益                    3,268                     1,535          4,803

利益 金額 

報告セグメント計                                          4,803

四半期連結損益計算書の経常利益                                           4,803
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