
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   

現金及び預金 39,750 23,755

受取手形及び売掛金 216,852 164,242

商品及び製品 42,464 52,031

仕掛品 39,294 61,316

原材料及び貯蔵品 25,963 28,280

その他 60,783 58,409

貸倒引当金 △401 △416

流動資産合計 424,706 387,620

固定資産   

有形固定資産 168,442 169,126

無形固定資産 12,706 13,047

投資その他の資産   

投資有価証券 119,464 122,292

その他 41,905 40,276

貸倒引当金 △1,798 △1,297

投資その他の資産合計 159,572 161,270

固定資産合計 340,721 343,444

繰延資産 135 198

資産合計 765,563 731,262
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 129,934 117,467

短期借入金 62,594 61,362

コマーシャル・ペーパー 28,000 2,000

未払法人税等 2,918 1,869

前受金 39,620 41,379

その他 117,398 99,799

流動負債合計 380,466 323,879

固定負債   

社債 40,500 60,500

長期借入金 85,623 82,725

退職給付引当金 11,681 11,465

役員退職慰労引当金 266 210

その他 31,352 31,624

固定負債合計 169,424 186,526

負債合計 549,890 510,405

純資産の部   

株主資本   

資本金 47,586 47,586

資本剰余金 46,734 46,734

利益剰余金 87,620 85,889

自己株式 △7,115 △7,124

株主資本合計 174,824 173,085

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 20,383 23,805

繰延ヘッジ損益 △83 △59

為替換算調整勘定 △551 1,146

その他の包括利益累計額合計 19,747 24,892

少数株主持分 21,100 22,879

純資産合計 215,672 220,856

負債純資産合計 765,563 731,262
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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 333,836 328,489

売上原価 272,281 253,920

売上総利益 61,554 74,569

販売費及び一般管理費 66,920 71,598

営業利益又は営業損失（△） △5,365 2,971

営業外収益   

受取利息 64 163

受取配当金 1,595 624

為替差益 － 1,005

その他 898 562

営業外収益合計 2,558 2,355

営業外費用   

支払利息 2,011 1,424

持分法による投資損失 1,428 1,048

為替差損 1,148 －

その他 479 362

営業外費用合計 5,068 2,835

経常利益又は経常損失（△） △7,875 2,491

特別利益   

固定資産売却益 15 378

投資有価証券売却益 4 253

受取保険金 208 －

特別利益合計 229 631

特別損失   

固定資産処分損 181 271

投資有価証券評価損 1,181 1

和解金 700 420

その他 269 69

特別損失合計 2,332 763

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（△）

△9,978 2,360

法人税等 △2,652 1,197

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（△）

△7,325 1,162

少数株主利益 317 833

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7,642 329
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△7,325 1,162

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,131 3,480

繰延ヘッジ損益 40 20

為替換算調整勘定 △2,059 2,052

持分法適用会社に対する持分相当額 15 23

その他の包括利益合計 △16,135 5,577

四半期包括利益 △23,461 6,739

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △23,587 5,473

少数株主に係る四半期包括利益 125 1,266
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△9,978 2,360

減価償却費 14,584 14,576

受取利息及び受取配当金 △1,659 △787

支払利息 2,011 1,424

固定資産売却損益（△は益） △15 △378

投資有価証券売却損益（△は益） △4 △253

固定資産処分損益（△は益） 181 271

投資有価証券評価損益（△は益） 1,181 1

売上債権の増減額（△は増加） 29,638 55,048

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,643 △32,234

仕入債務の増減額（△は減少） △17,006 △14,398

前受金の増減額（△は減少） △2,171 1,699

その他 △3,506 △1,969

小計 26,898 25,359

利息及び配当金の受取額 1,662 806

利息の支払額 △2,096 △1,466

法人税等の支払額 △2,536 △3,027

営業活動によるキャッシュ・フロー 23,926 21,673

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 △10,647 △6,811

有形固定資産の売却による収入 200 647

投資有価証券の取得による支出 △7,534 △321

投資有価証券の売却による収入 7,422 520

子会社株式の取得による支出 △321 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△3,975 －

貸付けによる支出 △1,533 △3,946

貸付金の回収による収入 1,668 3,759

その他 △1,962 △1,427

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,683 △7,579
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（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) 

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） △8,591 △233

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △10,000 △26,000

長期借入れによる収入 24,711 62

長期借入金の返済による支出 △11,536 △5,213

社債の発行による収入 20,000 20,000

社債の償還による支出 △40,510 △10,000

リース債務の返済による支出 △5,804 △6,383

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △2 △8

配当金の支払額 △1,429 △2,143

少数株主への配当金の支払額 △262 △458

その他 △91 △91

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,517 △30,469

現金及び現金同等物に係る換算差額 △711 △345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,984 △16,721

現金及び現金同等物の期首残高 64,261 39,688

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 725

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

2 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 37,279 23,693
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該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。   

（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）
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セグメント情報 

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）

（注）１．「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、金融サービス、不動産業、保険代

理業、旅行業及び印刷・情報サービス等を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額△2,420百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,593

百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であり

ます。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っております。 

  

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）

（注）１．「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、金融サービス、不動産業、保険代

理業、旅行業及び印刷・情報サービス等を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額△2,821百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,838

百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であり

ます。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っております。 

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結会計期間より、組織構造の変更に伴い、「発電・社会インフラ」、「産業インフラ」及び

「パワエレ機器」の各報告セグメント、並びに「その他」において、集約する事業セグメントを変更しておりま

す。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したもの

を開示しております。   

  

   

   

（セグメント情報等）

  発電・社会
インフラ 

産業インフ
ラ 

パワエレ機
器 

電子デバイ
ス 食品流通

その他
（注１） 合計 調整額 

（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３） 

売上高                   

外部顧客への 

売上高 
 68,812  78,550  63,559  50,203  56,637  16,071  333,836  －  333,836

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高  

 636  1,417  2,776  1,344  63  13,770  20,009  △20,009  －

計  69,449  79,968  66,336  51,548  56,700  29,841  353,846  △20,009  333,836

セグメント利益 

又は損失（△）  
 △725  △791  △1,956  △2,864  2,441  950  △2,944  △2,420  △5,365

  
発電・社会
インフラ 

産業インフ
ラ 

パワエレ機
器 

電子デバイ
ス 食品流通

その他
（注１） 合計 調整額 

（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３） 

売上高                   

外部顧客への 

売上高 
 56,720  68,065  69,273  57,476  62,239  14,714  328,489  －  328,489

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高  

 604  1,443  6,462  1,605  48  14,014  24,179  △24,179  －

計  57,325  69,508  75,735  59,082  62,288  28,729  352,669  △24,179  328,489

セグメント利益 

又は損失（△）  
 △989  △1,547  896  1,729  4,654  1,048  5,792  △2,821  2,971
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