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（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期  197,733  9.2  7,881  25.5  5,946  12.9  4,024  139.7

24年３月期  181,106  8.0  6,279  8.7  5,266  14.2  1,679  40.4

（注）包括利益 25年３月期 7,154百万円 （ ％）310.3   24年３月期 1,743百万円 （ ％） 2,085.4

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

25年３月期  17.74  －  7.4  2.7  4.0

24年３月期  7.40  －  3.3  2.5  3.5

（参考）持分法投資損益 25年３月期 △314百万円   24年３月期 286百万円 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

25年３月期  224,623  58,077  25.4  251.64

24年３月期  211,732  53,421  24.2  225.63

（参考）自己資本 25年３月期 57,107百万円   24年３月期 51,205百万円

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

25年３月期  9,305  △7,135  △7,749  7,483

24年３月期  11,443  △5,639  △5,048  12,674

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
（連結） 

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年３月期 －  0.00 － 4.00 4.00  907 54.1 1.8

25年３月期 －  0.00 － 5.00 5.00  1,134 28.2 2.1

26年３月期（予想） －  0.00 － 5.00 5.00   22.7  

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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）  75,000  7.6  △4,500  －  △5,500  －  △3,500  －  △15.42

通期  210,000  6.2  9,000  14.2  7,500  26.1  5,000  24.3  22.03



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  
  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  
（参考）個別業績の概要 

１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

  
（２）個別財政状態 

  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）期中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   

－ － － －

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              ： 無

③  会計上の見積りの変更                ： 有

④  修正再表示                          ： 無

（注）「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の7（会計方針の変更を会計上の見積りの

変更と区別することが困難な場合）に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ.16「４.連結財務諸表（５）

連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご確認ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期 227,637,704株 24年３月期 227,637,704株

②  期末自己株式数 25年３月期 701,861株 24年３月期 693,620株

③  期中平均株式数 25年３月期 226,939,484株 24年３月期 226,946,763株

（１）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期  150,256  1.3  2,370  △21.6  3,353  △15.4  3,045  397.0

24年３月期  148,381  7.6  3,025  △11.1  3,966  4.8  612  △39.8

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

  円 銭 円 銭 

25年３月期  13.42  －

24年３月期  2.70  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

25年３月期  195,254  54,494  27.9  240.13

24年３月期  191,571  50,608  26.4  223.00

（参考）自己資本 25年３月期 54,494百万円   24年３月期 50,608百万円

 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商

品取引法に基づく財務諸表に対する監査手続きは終了しておりません。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料の業績予想は、当社が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、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、実際の業績等は今後様々な要因によって予想値と大きく異なる可能

性があります。
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(１）経営成績に関する分析 

  

 当連結会計年度(以下、「当期」)における世界経済は、欧州経済の財政問題によるマイナス成長や、中国やインド等

の新興国経済に減速感が見られました。わが国の経済は、円高の是正、株価の上昇、東日本大震災からの復興需要によ

る公共投資増加など、一部に明るさが見られましたが、世界経済の減速懸念等を背景に、不透明な状況で推移いたしま

した。 

  

〔連結業績〕 

 このような中、当社グループでは、中期経営計画「ＰＯＷＥＲ５」フェーズⅢで掲げる新たな飛躍に向けて、グルー

プ再編などの事業構造改革、当期より事業承継した変電・配電事業の展開、海外事業の拡大、及び電気自動車用モー

タ・インバータなど成長事業の基盤確立にグループを挙げて取り組んでまいりました。 

 その結果、当社グループの連結業績は、売上高が前連結会計年度（以下、「前期」）比9.2％増の 百万円、営

業利益が前期比25.5％増の 百万円、経常利益が12.9％増の 百万円、当期純利益が139.7％増の 百万円と

なりました。 

  

 各事業分野における営業活動の状況は次のとおりであります。なお、売上高につきましては、セグメント間の

取引を含んでおります。 

  

① 社会システム事業分野 

 売上高は前期比19.3％増の 百万円、営業利益は193.0％増の 百万円となりました。 

 社会システム事業関連は、2012年4月に株式会社日本ＡＥパワーシステムズの変電・配電事業を承継したこと

に加え、前期に比べ太陽光発電設備や鉄道向け変電設備が寄与したことにより、前期比で増収となりました。 

 水・環境事業関連は、東日本大震災の復興に伴う下水処理場向け電気設備や、浄水場・下水処理場の更新物件

が寄与し、増収となりました。 

 海外事業関連は、タイ・シンガポール等、ASEANを主体とした海外関係会社の業績が堅調であったことや、株

式会社日本ＡＥパワーシステムズの変電・配電事業を承継したことにより増収となりました。 

  

② 産業システム事業分野 

 売上高は前期比0.5％減の 百万円、営業損失は 百万円となりました。 

 コンポーネント事業関連は、半導体製造装置等に組み込まれる機器の需要が引き続き低調であることに加え、

電気自動車に搭載されるモータ・インバータの需要が停滞したことにより前期比で減収となりました。 

 動力計測・搬送事業関連は、自動車開発用試験装置やフォークリフト用電装品などの需要が堅調に回復してお

り増収となりました。  

  

③エンジニアリング事業分野 

 売上高は前期比8.7％減の 百万円、営業利益は34.1％減の 百万円となりました。 

 東日本大震災の応急的な復旧作業が一巡したことにより、前期比で減収となりました。 

  

④不動産事業分野 

 業務・商業ビルThinkPark Tower（東京都品川区大崎）を中心とする保有不動産の賃貸事業を行っており、売

上高は前期同水準の 百万円、営業利益は 百万円となりました。 

  

⑤その他の事業分野 

 その他の製品販売、従業員の福利厚生サービス、化成製品を提供するなどの、報告セグメントに含まれない事

業につきましては、売上高は前期比0.3％増の 百万円、営業利益は24.8％増の 百万円となりました。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

197,733

7,881 5,946 4,024

128,277 5,798

38,933 929

23,675 2,281

3,285 1,141

28,068 1,056
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〔単独業績〕 

単独業績は、売上高は、前期比1.3％増の 百万円となりました。 

損益は、経常利益は前期と比べて 百万円減少し、 百万円となりました。また、当期純利益は前期と比

べて 百万円増加し、 百万円となりました。 

  

〔次期の見通し〕 

今後の経済状況は、欧州経済の財政問題によるマイナス成長や、中国やインド等の新興国経済に減速等への懸念

から依然として先行き不透明な状況です。わが国の経済は、円高の是正、株価の上昇、東日本大震災からの復興需

要による公共投資増加など、一部に明るさが見られましたが、世界経済の減速懸念等を背景に予断を許さぬ状況が

続くものと思われます。 

このような中、「ＰＯＷＥＲ５ フェーズⅢ重点施策」（Ｐ.５「２.経営方針(2)会社の対処すべき課題」）の

遂行により、豊かな社会に貢献できる製品・サービスを安定的に提供することで、お客様に安心と喜びをもたら

し、かつ高い収益を実現してまいります。 

  

 現時点での平成26年３月期の業績見通しは、以下のとおりであります。 

  

連結業績見通し（単位：百万円） 

                  ＜通期＞   

     受    注    高             

        売    上    高            

        経  常  利  益                    

        当 期 純 利 益                 

  

(２）財政状態に関する分析 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

  

 当連結会計年度末（以下、「当期末」）の総資産は、前連結会計年度末（以下、「前期末」）比 

百万円（6.1%）増加し、 百万円となりました。  

流動資産はたな卸資産増加に伴い前期末比 百万円（9.5%）増加の 百万円となりました。 

固定資産は、機械及び装置と土地取得に伴い、前期末比 百万円（1.9%）増加の 百万円となりま

した。 

当期末の負債の合計は、前期末比 百万円（5.2%）増加して 百万円となりました。 

流動負債は、短期借入金及びコマーシャル・ペーパー等の増加により、前期末比 百万円（10.6%）増

加し、 百万円となりました。 

固定負債は、長期借入金の減少等により、前期末比 百万円(4.5%）減少し、 百万円となりまし

た。 

当期末の純資産合計は当期純利益及びその他有価証券評価差額金の増加により、前期末比 百万円

（8.7%）増加して 百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前期末の24.2%から25.4%となりました。 

  

150,256

612 3,353

2,432 3,045

230,000

210,000

7,500

5,000

12,890 224,623

11,087 127,672

1,803 96,950

8,235 166,546

10,780

112,808

2,545 53,737

4,655

58,077
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  ② キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ 百万円減少し、 

百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は 百万円（前連結会計年度は11,433百万円の獲得）となりました。 

 収入の主な内訳は、減価償却費7,929百万円、税金等調整前当期純利益5,874百万円、退職給付引当金の増加

額2,405百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額5,530百万円、仕入債務の減少額4,057百万円で

あります。 

  

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は 百万円（前連結会計年度は5,639百万円の使用）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出7,377百万円によるものであります。 

  

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は 百万円（前連結会計年度は5,048百万円の使用）となりました。 

 収入の主な内訳は、コマーシャル・ペーパーの発行による収入2,500百万円であり、支出の主な内訳は、長

期借入金の返済による支出5,959百万円、短期借入金の返済による支出4,345百万円であります。 

   

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注4）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として 

       おります。 

  

 (３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  

当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営の重要課題として位置づけており、株主資本の充実と自己資本

利益率の向上を図るとともに、業績に応じた適正な配当を実施することを基本方針としております。 

また、内部留保につきましては、市場競争力の維持・向上のために、新規事業の開発・育成、設備投資及び研

究開発投資へ効果的に充当することにしております。 

当期の期末配当につきましては、上記方針に基づき１株につき５円とすることを決定し、定時株主総会にお諮

りする予定であります。 

なお、次期（平成26年３月期）の期末配当つきましては、１株につき５円とすることを予定しております。  

   

5,190

7,483

9,305

7,135

7,749

  平成21年

３月期 

平成22年

３月期 

平成23年

３月期 

平成24年

３月期 

平成25年

３月期 

自己資本比率（％） 23.7 25.2 24.4 24.2 25.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 24.0 45.7 40.6 32.3 28.7 

キャッシュ・フロー対有利子負債 

比率（年） 

10.1 4.4 4.6 5.5 6.6 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 

5.8 14.2 17.1 13.5 12.3 
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(１）会社の経営の基本方針 
  
 当社グループの企業理念は、「より豊かな未来をひらく」ことを企業使命とし、「お客様の安心と喜びのため

に」を提供価値としております。当社グループは、より豊かで住みよい未来社会の実現に貢献するため、新しい

技術と価値の創造にチャレンジし続けるとともに、お客様の安心と喜びのために、環境への配慮と丁寧なサポー

トを徹底し、品質の高い製品・サービスを通じてお客様の課題解決や夢の実現をお手伝いします。 

  

(２）会社の対処すべき課題 
  
 今後の経済状況は、緩やかな回復が続くものと期待されますが、欧州経済の停滞の長期化が懸念されるなど、

いまだ予断を許さない状況にあります。また、わが国の経済は、デフレからの脱却や、円高の是正とともに回復

が期待されるものの、国内産業の空洞化、グローバル競争の激化など、当社グループを取り巻く経営環境は厳し

さを増すものと予想されます。 

  

 こうした状況に鑑み、当社グループでは中期経営計画「ＰＯＷＥＲ５フェーズⅢ（平成24年度から平成26年

度）」の目標達成のため、以下の重点施策に取り組んでまいります。 

  

重点施策 

◎市場の変化に応じた迅速な事業戦略の実行 

 従来当社グループが主たる収益基盤としてきた電力会社・官公需・一般産業などの国内の社会インフラ向け事

業については、人口減少、国や地方の財政再建に伴う予算削減、施設の老朽化や民間設備投資の国内から海外へ

のシフトが進展しております。 

 一方で、東日本大震災以降のエネルギー政策の見直しや事業継続計画（ＢＣＰ）への関心の高まり、エネルギ

ー・資源制約や新興国の経済発展など、市場環境は大きく変化しております。  

 当社グループでは、直面する様々な変化や制約のもとで持続的成長を実現するため、短期の収益維持・拡大と

ともに、中長期的な視点での新たな成長を目指します。 

  

[社会システム事業関連] 

 メガソーラー発電などの再生可能エネルギー、分散型電源設備、鉄道向けの変電製品や架線検測装置、蓄電池

を用いたエネルギー管理・制御システムなどの新技術の開発やシステム提案力の強化を進めます。 

 また、浄水場・下水処理場向け電気設備をはじめとする既存事業の収益強化に加え、セラミック膜やクラウド

など新規事業を積極的に展開します。 

  

[産業システム事業関連] 

 国内外の自動車の関連用試験装置や、搬送機器メーカや製造業向けロジスティクス製品などの拡販を進めてお

ります。 

 また、将来の成長が期待される電気自動車用及びハイブリッド車用モータ・インバータは、量産による事業拡

大を進めます。 

  

[エンジニアリング事業分野] 

 国内のメンテナンス需要の減少を補うため、再生可能エネルギー関連メンテナンスの取り組み強化、お客様設

備の状況や余寿命の診断を付加した提案活動を行うとともに、海外サービス体制の構築を推進します。 

  

◎海外事業の強化 

 平成25年度「連結海外売上高比率30％」の達成を目指します。 

成長著しいアジア等の需要を取り込むため、シンガポール及び中国に地域担当役員を配置し統括機能の強化を図

り、日系企業及び現地の電力会社や鉄道会社向けの変電・配電製品、無人搬送車などのロジスティクス製品、コ

ンポーネント製品などの製品開発・生産・販売の「地産地消」体制を強化してまいります。 

 また、Ｍ＆Ａ・アライアンスの活用による海外新市場の開拓や、当社グループのブランド力向上に取り組んで

まいります。 

２．経営方針
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◎「グローバルに打ち勝つ製品」の創出 

 当社の主力製品である「変電・配電製品」「発電製品」「電力変換製品」及び「ＩＣＴ製品」について「製品

主管役員」を任命して、事業部横断的な製品戦略を策定し、価格競争力の向上や各国で要求される品質水準に応

じた性能を有する、グローバル競争に打ち勝つ新製品の開発、投入を進めております。 

  

◎グループ事業基盤の強化 

 当社グループ全体の競争力強化のため、現状にとらわれないグループ関係会社の再編を行い、グループ全体

適の視点でのコスト競争力の強化、人財活用、効率化に取り組んでまいります。 

  

◎人財の育成 

 当社グループの新たな飛躍には、地球環境、社会問題の中長期のトレンドを見据え、課題を解決できる「人

財」が重要となります。当社グループ企業理念である「お客様の安心と喜びのために」を目指し、若手社員の海

外現地法人への赴任、現地人財の採用や経営幹部への登用などグローバル人財の育成に向けた人事施策の充実を

推進してまいります。 

  

◎コンプライアンス・内部統制の強化 

 昨年7月31日に当社従業員が有罪判決を受けた静岡県企業局発注業務の入札に関する官製談合防止法違反等事

件につきまして、株主のみなさまに多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 この事件の背景等の解明と再発防止を目的として発足させた第三者調査委員会の再発防止策の提言を踏まえ、

営業活動・組織・監査体制等の強化を進めております。また、役員・従業員のコンプライアンス教育をさらに強

化し継続してまいります。 

  

 当社グループは、110余年の歴史で培ったお客様ニーズに即したきめ細かな技術提案力を強みに、「ＰＯＷＥ

Ｒ５フェーズⅢ」の目標達成に向けて、グループ一丸となって重点施策を実行いたします。 

 「ＰＯＷＥＲ５フェーズⅢ」の遂行により、豊かな社会に貢献できる製品・サービスを安定的に提供すること

で、お客様に安心と喜びをもたらし、かつ高い収益を実現している会社を目指します。さらに、社員一人ひとり

が高い満足感と誇りを感じられる会社を目指します。 
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３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,747 7,568

受取手形及び売掛金 65,389 73,684

商品及び製品 4,335 2,821

仕掛品 25,189 32,183

原材料及び貯蔵品 2,045 3,538

繰延税金資産 3,501 4,680

その他 3,710 3,545

貸倒引当金 △335 △349

流動資産合計 116,585 127,672

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 75,550 77,624

減価償却累計額 △35,893 △38,177

建物及び構築物（純額） 39,657 39,447

機械装置及び運搬具 36,503 42,300

減価償却累計額 △27,435 △30,591

機械装置及び運搬具（純額） 9,068 11,709

土地 9,356 12,714

建設仮勘定 1,510 1,003

その他 18,426 18,426

減価償却累計額 △16,645 △16,435

その他（純額） 1,780 1,991

有形固定資産合計 61,372 66,865

無形固定資産   

ソフトウエア 3,471 4,447

のれん － 881

その他 238 377

無形固定資産合計 3,709 5,706

投資その他の資産   

投資有価証券 21,311 16,072

長期貸付金 29 30

繰延税金資産 6,616 6,595

その他 2,201 1,790

貸倒引当金 △92 △110

投資その他の資産合計 30,065 24,378

固定資産合計 95,147 96,950

資産合計 211,732 224,623
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,026 30,571

短期借入金 7,692 11,798

コマーシャル・ペーパー 23,500 26,000

未払金 10,800 12,984

未払法人税等 1,253 2,617

前受金 8,331 8,949

賞与引当金 4,797 5,845

製品保証引当金 249 549

受注損失引当金 658 1,060

その他 11,716 12,430

流動負債合計 102,027 112,808

固定負債   

長期借入金 27,858 19,649

退職給付引当金 24,170 30,060

役員退職慰労引当金 116 119

環境対策引当金 1,070 952

債務保証損失引当金 12 17

繰延税金負債 43 －

その他 3,012 2,939

固定負債合計 56,283 53,737

負債合計 158,310 166,546

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,070 17,070

資本剰余金 13,197 13,197

利益剰余金 19,825 22,942

自己株式 △152 △154

株主資本合計 49,940 53,055

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,664 4,431

繰延ヘッジ損益 △90 △84

為替換算調整勘定 △1,309 △295

その他の包括利益累計額合計 1,265 4,051

少数株主持分 2,216 970

純資産合計 53,421 58,077

負債純資産合計 211,732 224,623
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 181,106 197,733

売上原価 138,890 150,255

売上総利益 42,216 47,478

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 716 1,151

販売手数料 645 535

従業員給料及び手当 11,199 11,994

賞与引当金繰入額 3,749 4,153

役員賞与引当金繰入額 － 39

退職給付費用 2,174 2,547

減価償却費 2,002 2,078

賃借料 1,075 1,146

通信交通費 1,893 2,057

研究費 2,875 3,563

その他 9,604 10,328

販売費及び一般管理費合計 35,937 39,597

営業利益 6,279 7,881

営業外収益   

受取利息及び配当金 393 406

受取賃貸料 252 199

持分法による投資利益 286 －

その他 988 1,378

営業外収益合計 1,920 1,984

営業外費用   

支払利息 880 803

出向者関係費 1,087 1,422

減価償却費 378 348

持分法による投資損失 － 314

その他 587 1,028

営業外費用合計 2,933 3,918

経常利益 5,266 5,946

特別利益   

投資有価証券売却益 7 －

負ののれん発生益 － 251

関係会社清算益 12 －

受取損害賠償金 － 195

その他 － 5

特別利益合計 19 451
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別損失   

貸倒引当金繰入額 26 4

投資有価証券評価損 439 2

関係会社株式評価損 1,378 －

退職給付制度終了損 － 65

減損損失 247 －

事業整理損 105 －

契約変更に伴う精算金 － 448

その他 2 2

特別損失合計 2,200 524

税金等調整前当期純利益 3,085 5,874

法人税、住民税及び事業税 1,551 3,183

法人税等調整額 △360 △1,518

法人税等合計 1,191 1,665

少数株主損益調整前当期純利益 1,894 4,209

少数株主利益 215 184

当期純利益 1,679 4,024
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,894 4,209

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 130 1,766

繰延ヘッジ損益 △49 3

為替換算調整勘定 △242 1,167

持分法適用会社に対する持分相当額 11 7

その他の包括利益合計 △150 2,945

包括利益 1,743 7,154

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,608 6,811

少数株主に係る包括利益 134 342
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 17,070 17,070

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,070 17,070

資本剰余金   

当期首残高 13,197 13,197

当期変動額   

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 13,197 13,197

利益剰余金   

当期首残高 19,057 19,825

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 1,679 4,024

連結範囲の変動 △3 －

当期変動額合計 768 3,117

当期末残高 19,825 22,942

自己株式   

当期首残高 △151 △152

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △2

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △2

当期末残高 △152 △154

株主資本合計   

当期首残高 49,173 49,940

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 1,679 4,024

自己株式の取得 △1 △2

自己株式の処分 0 0

連結範囲の変動 △3 －

当期変動額合計 767 3,114

当期末残高 49,940 53,055
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 2,515 2,664

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 149 1,766

当期変動額合計 149 1,766

当期末残高 2,664 4,431

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △46 △90

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44 5

当期変動額合計 △44 5

当期末残高 △90 △84

為替換算調整勘定   

当期首残高 △1,133 △1,309

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △175 1,014

当期変動額合計 △175 1,014

当期末残高 △1,309 △295

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 1,335 1,265

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △70 2,786

当期変動額合計 △70 2,786

当期末残高 1,265 4,051

少数株主持分   

当期首残高 2,213 2,216

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △1,245

当期変動額合計 2 △1,245

当期末残高 2,216 970

純資産合計   

当期首残高 52,722 53,421

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 1,679 4,024

自己株式の取得 △1 △2

自己株式の処分 0 0

連結範囲の変動 △3 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67 1,540

当期変動額合計 699 4,655

当期末残高 53,421 58,077
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,085 5,874

減価償却費 7,008 7,929

投資有価証券評価損益（△は益） 439 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 55 24

賞与引当金の増減額（△は減少） △266 959

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 37

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,724 2,405

受注損失引当金の増減額（△は減少） 33 368

製品保証引当金の増減額（△は減少） △615 263

負ののれん発生益 － △251

受取利息及び受取配当金 △393 △406

支払利息 880 803

持分法による投資損益（△は益） △286 314

投資有価証券売却損益（△は益） △7 △5

売上債権の増減額（△は増加） △5,865 △5,530

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,397 1,162

仕入債務の増減額（△は減少） 5,188 △4,057

その他 3,804 1,515

小計 13,387 11,410

利息及び配当金の受取額 378 438

利息の支払額 △848 △758

法人税等の支払額 △1,474 △1,784

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,443 9,305

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △3,799 △7,377

有形固定資産の売却による収入 34 46

無形固定資産の取得による支出 △1,661 △2,167

投資有価証券の取得による支出 △2 △0

関係会社株式の取得による支出 △50 △5,215

投資有価証券の売却による収入 69 18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ 219

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ △216

関係会社株式の売却による収入 － 7,375

補助金の受取額 46 196

その他 △275 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,639 △7,135
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,194 △4,345

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 1,500 2,500

長期借入れによる収入 1,154 980

長期借入金の返済による支出 △5,604 △5,959

自己株式の取得による支出 － △2

配当金の支払額 △908 △907

少数株主への配当金の支払額 △132 △50

その他 137 34

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,048 △7,749

現金及び現金同等物に係る換算差額 △116 388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 638 △5,190

現金及び現金同等物の期首残高 11,986 12,674

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 49 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △0 －

現金及び現金同等物の期末残高 12,674 7,483
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 該当事項はありません。 

  

  

（１）連結の範囲の重要な変更 

  当連結会計年度より、持分法適用関連会社であったＡＥテクノシステムズ株式会社及びAE POWER METAL 

ENGINEERING SDN. BHD.は、出資持分の追加取得によって、子会社となったため、新たに連結の範囲に含め、新商

号をそれぞれ、明電テクノシステムズ株式会社及びMEIDEN METAL ENGINEERING SDN. BHD.といたしました。 

  また、上海明電舎長城開関有限公司については、株式の取得により、子会社となったため、連結の範囲に含めて

おります。 

   

（２）持分法適用の範囲の重要な変更 

 当連結会計年度より、持分法適用関連会社であったＡＥテクノシステムズ株式会社及びAE POWER METAL 

ENGINEERING SDN. BHD.は、出資持分の追加取得によって、連結子会社となったため、持分法適用の範囲から除外

しております。 

  

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益が 百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利

益はそれぞれ 百万円増加しております。 

   

(5）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）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

365

366
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１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、製品・サービス別に事業部を置くなどして、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「社会システム

事業」、「産業システム事業」、「エンジニアリング事業」及び「不動産事業」の４つを報告セグメントとしてお

ります。 

（各セグメントの内容） 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法  

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自平成23年４月１日  至平成24年３月31日) 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他の製品販売、従業員の福利厚生

サービス、化成製品等を提供する事業等を含んでおります。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

報告セグメントの名称  事業内容  

社会システム事業 発変電システム等の社会インフラに関連する製品・サービスを提供する事業

産業システム事業 
一般製造業向けを中心に、コンポーネント製品、動力計測システム製品及び

無人搬送車等の製品・サービスを提供する事業 

エンジニアリング事業 メンテナンス事業 

不動産事業  不動産の賃貸に関する事業 

  （単位：百万円）

          報告セグメント        その他
  

 （注）
合計 調整額 

  

連結財務諸表
計上額 

    社会シス
テム事業 

産業シス
テム事業 

エンジニ
アリング
事業 

不動産事
業 小計

 売上高    

  外部顧客への売上高 102,169  33,473 25,592 3,022 164,256 16,849  181,106  － 181,106

  セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
5,356  5,647 333 263 11,599 11,133  22,733  (22,733) －

 計 107,525  39,120 25,925 3,285 175,856 27,982  203,839  (22,733) 181,106

 セグメント利益又は 

 セグメント損失(△) 
1,979  186 3,460 1,183 6,810 846  7,656  (1,377) 6,279

 セグメント資産 77,440  42,429 14,021 21,177 155,069 11,943  167,012  44,720 211,732

 その他の項目    

減価償却費   2,293  1,491 193 884 4,863 424  5,288  1,720 7,008

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
2,057  1,948 138 － 4,144 237  4,381  2,441 6,823
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当連結会計年度(自平成24年４月１日  至平成25年３月31日) 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他の製品販売、従業員の福利厚生

サービス、化成製品等を提供する事業等を含んでおります。 

  

４．報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額の差異の調整 

  

（注）その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発部門等で行っている研究開発にかかる費用等であり

ます。 

  

  （単位：百万円）

          報告セグメント        その他
  

 （注）
合計 調整額 

  

連結財務諸表
計上額 

    社会シス
テム事業 

産業シス
テム事業 

エンジニ
アリング
事業 

不動産事
業 小計

 売上高    

  外部顧客への売上高 123,324  33,107 23,283 3,021 182,737 14,996  197,733  － 197,733

  セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
4,953  5,826 391 263 11,434 13,072  24,507  (24,507) －

 計 128,277  38,933 23,675 3,285 194,172 28,068  222,240  (24,507) 197,733

 セグメント利益又は 

 セグメント損失(△) 
5,798  △929 2,281 1,141 8,292 1,056  9,348  (1,467) 7,881

 セグメント資産 110,792  44,107 13,461 19,626 187,988 11,910  199,898  24,725 224,623

 その他の項目    

減価償却費   3,113  1,547 186 875 5,723 315  6,038  1,891 7,929

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
3,472  1,844 175 7 5,498 284  5,783  3,099 8,882

  （単位：百万円）

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  175,856  194,172

「その他」の区分の売上高  27,982  28,068

セグメント間取引消去  △22,733  △24,507

連結財務諸表の売上高  181,106  197,733

  （単位：百万円）

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  6,810  8,292

「その他」の区分の利益  846  1,056

セグメント間取引消去  1,047  1,270

たな卸資産の調整額  △22  △45

その他の調整額（注）  △2,402  △2,693

連結財務諸表の営業利益  6,279  7,881
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（注）全社資産は、提出会社における余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び研究開発部門

に係る資産等であります。 

  

 （注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に全社の情報システムの設備投資額であります。 

  

  （単位：百万円）

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  155,069  187,988

「その他」の区分の資産  11,943  11,910

全社資産（注）  66,826  50,140

その他の調整額  △22,105  △25,415

連結財務諸表の資産合計  211,732  224,623

  （単位：百万円）

その他の項目 

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結会
計年度 

当連結会
計年度 

前連結会
計年度 

当連結会
計年度 

前連結会
計年度 

当連結会
計年度 

前連結会
計年度 

当連結会
計年度 

減価償却費  4,863  5,723  424  315  1,720  1,891  7,008  7,929

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 4,144  5,498  237  284  2,441  3,099  6,823  8,882
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前連結会計年度(自平成23年４月１日  至平成24年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。  

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 特定の顧客への外部売上高が連結損益計算書の売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自平成24年４月１日  至平成25年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。  

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 特定の顧客への外部売上高が連結損益計算書の売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自平成23年４月１日  至平成24年３月31日) 

 （単位：百万円）

（注）「その他」の金額は、鋳物製品の製造・販売事業に係る金額であります。 

   

当連結会計年度(自平成24年４月１日  至平成25年３月31日) 

 （単位：百万円）

   

【関連情報】

  （単位：百万円）

日 本 アジア その他の地域 合 計 

 155,850   21,696    3,560   181,106

  （単位：百万円）

日 本 アジア その他の地域 合 計 

 159,757   34,599    3,377   197,733

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

  社会システム
事業 

産業システム
事業 

エンジニアリ
ング事業 不動産事業 その他 全社・消去 合計 

 減損損失 －  － － － 247  － 247

  社会システム
事業 

産業システム
事業 

エンジニアリ
ング事業 不動産事業 その他 全社・消去 合計 

 減損損失 －  － － － －  － －
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前連結会計年度(自平成23年４月１日  至平成24年３月31日) 

 該当事項はありません。  

  

当連結会計年度(自平成24年４月１日  至平成25年３月31日) 

 「社会システム事業」セグメントにおいて、日本ＡＥパワーシステムズ株式会社の事業を承継したことに伴い、

当連結会計年度において、のれんが902百万円増加しております。  

  

前連結会計年度(自平成23年４月１日  至平成24年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自平成24年４月１日  至平成25年３月31日) 

（重要な負ののれん発生益） 

 「社会システム事業」セグメントにおいて、MEIDEN SINGAPORE PTE.LTD.、MEIDEN METAL ENGINEERING 

SDN.BHD.、ＭＳＡ株式会社、明電テクノシステムズ株式会社を完全子会社化したことにより、負ののれんが発生し

ております。なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当連結会計年度においては251百万円でありま

す。  

  

  

 （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

２．１株当たり当期純利益金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

（１株当たり情報）

  
  前連結会計年度  

（
自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

）

  当連結会計年度  

（
自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

）

１株当たり純資産額 円 銭 225 63 円 銭 251 64

１株当たり当期純利益金額 円 銭 7 40 円 銭 17 74

  

. 

  前連結会計年度  

（
自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

）
  当連結会計年度  

（
自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

）

連結損益計算書上の当期純利益（百万円）  1,679  4,024

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,679  4,024

普通株式の期中平均株式数（千株）  226,946  226,939
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,019 3,805

受取手形 1,366 2,172

売掛金 55,916 61,162

製品 1,096 1,209

仕掛品 22,395 21,964

原材料及び貯蔵品 219 161

前渡金 203 549

前払費用 463 494

繰延税金資産 2,561 3,022

未収入金 2,813 3,108

短期貸付金 2,934 2,718

その他 91 70

貸倒引当金 △2,168 △1,989

流動資産合計 96,913 98,450

固定資産   

有形固定資産   

建物 66,653 66,860

減価償却累計額 △30,566 △32,246

建物（純額） 36,087 34,614

構築物 4,467 4,616

減価償却累計額 △3,143 △3,278

構築物（純額） 1,324 1,338

機械及び装置 21,280 22,912

減価償却累計額 △18,802 △19,546

機械及び装置（純額） 2,478 3,366

車両運搬具 293 416

減価償却累計額 △250 △278

車両運搬具（純額） 43 138

工具、器具及び備品 14,592 14,918

減価償却累計額 △13,264 △13,448

工具、器具及び備品（純額） 1,328 1,470

土地 8,304 8,304

建設仮勘定 1,017 801

有形固定資産合計 50,583 50,032

（株）明電舎　（6508）　平成25年３月期　決算短信

-　22　-



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 3,035 3,838

その他 98 104

無形固定資産合計 3,134 3,943

投資その他の資産   

投資有価証券 12,987 15,689

関係会社株式 18,445 17,866

出資金 2 2

長期貸付金 4 6

関係会社長期貸付金 1,861 1,849

長期前払費用 756 492

敷金及び保証金 422 404

繰延税金資産 5,851 5,997

その他 691 610

貸倒引当金 △83 △90

投資その他の資産合計 40,939 42,827

固定資産合計 94,658 96,804

資産合計 191,571 195,254

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,490 2,404

買掛金 22,429 21,631

短期借入金 5,628 8,460

コマーシャル・ペーパー 23,500 26,000

未払金 10,684 10,771

未払法人税等 423 1,946

未払消費税等 1,952 1,527

未払費用 3,505 3,634

前受金 7,830 6,864

預り金 3,407 3,052

従業員預り金 4,293 4,345

賞与引当金 3,300 3,800

役員賞与引当金 － 37

製品保証引当金 － 40

受注損失引当金 432 162

その他 283 465

流動負債合計 90,160 95,143
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 23,807 16,327

退職給付引当金 23,125 25,436

環境対策引当金 958 947

債務保証損失引当金 12 86

長期預り保証金 2,622 2,560

その他 276 259

固定負債合計 50,801 45,616

負債合計 140,962 140,760

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,070 17,070

資本剰余金   

資本準備金 5,000 5,000

その他資本剰余金 4,381 4,381

資本剰余金合計 9,381 9,381

利益剰余金   

利益準備金 3,296 3,296

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 129 129

特別償却準備金 899 835

別途積立金 8,263 8,263

繰越利益剰余金 9,171 11,373

その他利益剰余金合計 18,464 20,601

利益剰余金合計 21,761 23,898

自己株式 △211 △213

株主資本合計 48,000 50,135

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,608 4,361

繰延ヘッジ損益 △0 △2

評価・換算差額等合計 2,607 4,358

純資産合計 50,608 54,494

負債純資産合計 191,571 195,254
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 148,381 150,256

売上原価   

製品期首たな卸高 1,218 1,096

当期製品製造原価 97,420 93,373

原価差額 56 2,395

当期製品仕入高 16,971 19,748

合計 115,666 116,614

製品期末たな卸高 1,096 1,209

製品売上原価 114,570 115,404

売上総利益 33,811 34,852

販売費及び一般管理費   

外注費 2,585 2,756

運賃及び荷造費 442 328

販売手数料 637 515

広告宣伝費 310 325

従業員給料及び手当 8,693 9,258

賞与引当金繰入額 3,193 3,427

退職給付費用 1,870 2,218

福利厚生費 1,692 1,794

減価償却費 1,895 1,894

賃借料 695 710

通信交通費 1,497 1,553

研究費 2,753 3,196

その他 4,516 4,501

販売費及び一般管理費合計 30,785 32,481

営業利益 3,025 2,370

営業外収益   

受取利息 86 92

受取配当金 1,405 1,721

受取賃貸料 1,196 1,220

その他 919 1,095

営業外収益合計 3,608 4,129

営業外費用   

支払利息 748 653

減価償却費 376 346

出向者関係費 1,070 1,395

その他 472 751

営業外費用合計 2,668 3,147

経常利益 3,966 3,353
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 7 －

関係会社清算益 12 －

受取損害賠償金 － 195

その他 － 5

特別利益合計 19 200

特別損失   

貸倒引当金繰入額 291 4

投資有価証券評価損 439 2

関係会社株式評価損 2,135 314

関係会社整理損 － 40

減損損失 77 －

その他 2 2

特別損失合計 2,945 363

税引前当期純利益 1,039 3,190

法人税、住民税及び事業税 733 1,705

法人税等調整額 △305 △1,560

法人税等合計 427 145

当期純利益 612 3,045
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 17,070 17,070

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,070 17,070

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 5,000 5,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

その他資本剰余金   

当期首残高 4,381 4,381

当期変動額   

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 4,381 4,381

資本剰余金合計   

当期首残高 9,381 9,381

当期変動額   

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 9,381 9,381

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 3,296 3,296

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,296 3,296

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 120 129

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 8 －

当期変動額合計 8 －

当期末残高 129 129

特別償却準備金   

当期首残高 735 899

当期変動額   

特別償却準備金の積立 297 112

特別償却準備金の取崩 △133 △176

当期変動額合計 163 △64

当期末残高 899 835
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

別途積立金   

当期首残高 8,263 8,263

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,263 8,263

繰越利益剰余金   

当期首残高 9,639 9,171

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 612 3,045

固定資産圧縮積立金の積立 △8 －

特別償却準備金の積立 △297 △112

特別償却準備金の取崩 133 176

当期変動額合計 △467 2,201

当期末残高 9,171 11,373

利益剰余金合計   

当期首残高 22,056 21,761

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 612 3,045

固定資産圧縮積立金の積立 － －

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

当期変動額合計 △295 2,137

当期末残高 21,761 23,898

自己株式   

当期首残高 △210 △211

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △2

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △2

当期末残高 △211 △213

株主資本合計   

当期首残高 48,297 48,000

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 612 3,045

自己株式の取得 △1 △2

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △296 2,134

当期末残高 48,000 50,135
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 2,469 2,608

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 139 1,752

当期変動額合計 139 1,752

当期末残高 2,608 4,361

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 18 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 △1

当期変動額合計 △19 △1

当期末残高 △0 △2

評価・換算差額等合計   

当期首残高 2,487 2,607

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 120 1,750

当期変動額合計 120 1,750

当期末残高 2,607 4,358

純資産合計   

当期首残高 50,784 50,608

当期変動額   

剰余金の配当 △907 △907

当期純利益 612 3,045

自己株式の取得 △1 △2

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 120 1,750

当期変動額合計 △175 3,885

当期末残高 50,608 54,494
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 該当事項はありません。  

  

完全子会社の吸収合併 

当社は、平成24年10月30日開催の取締役会において、当社100％出資の連結子会社である明電Ｔ＆Ｄ株式会社（以

下、「明電Ｔ＆Ｄ」）を吸収合併することを決定し、同日付で吸収合併契約を締結しました。この契約に基づき、当

社は平成25年４月１日付で明電Ｔ＆Ｄを吸収合併いたしました。 

  

１．企業結合の概要 

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称 明電Ｔ＆Ｄ株式会社 

事業内容 変電・配電事業 

(2) 企業結合の法的形式 

当社を存続会社、明電Ｔ＆Ｄ株式会社を消滅会社とする吸収合併方式 

(3) 結合後の企業の名称 

株式会社 明電舎 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

（吸収合併の目的） 

 当社と株式会社日立製作所及び富士電機株式会社の３社は、共同出資による株式会社日本ＡＥパワーシステ

ムズ（以下、「ＡＥパワー」）における合弁関係を発展的に解消するため、平成24年４月１日付で出資会社３

社はそれぞれＡＥパワーの変電・配電事業を承継しました。当社は、同事業を子会社である明電Ｔ＆Ｄにて承

継し、中期経営計画「ＰＯＷＥＲ５フェーズⅢ」の重点施策の一つである変電・配電製品の製品競争力強化に

取り組んでおります。当社では、さらなる製品競争力の強化と海外市場における営業活動の強化を図るために

は両社の営業・技術・製造部門の一体化が不可欠と判断し、このたび明電Ｔ＆Ｄを吸収合併したものです。 

（吸収合併の日） 

 平成25年4月1日 

（合併比率及び合併交付金） 

 当社と当社の完全子会社との吸収合併となるため合併比率の取り決めはありません。 

 また、合併による新株発行及び合併交付金の支払は行いません。 

  

２．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)に基づき、共通支配下の取引と

して処理しております。  

  

(4）個別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）

（重要な後発事象）
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 役員の異動の詳細につきましては、平成25年５月10日発表の「代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

５.その他

(1）役員の異動
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