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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年12月31日）における世界経済は、米国経済の緩やかな

回復や欧州経済の持ち直しが見られたものの、中国、インドなど新興国経済の鈍化といった懸念材料は未だ払拭され

ず、総じて回復傾向にありながらもそのペースは非常に緩やかなものにとどまりました。日本経済も一連の経済財政

政策等への期待感から進行した円高の是正・株高が継続し、個人消費、企業業績、製造業の設備投資がそれぞれ上向

くなど緩やかな回復傾向となりましたが、輸入原材料価格やエネルギーコストの上昇、消費税増税による消費減退

への懸念等もあり、先行きの見方は依然慎重なままという状況です。 

このような事業環境において、当社グループは中期経営計画“Evolution 2015”に基づき、エネルギー関連投資の

拡大を背景に堅調に推移している制御事業を中心に、積極的な事業活動を展開しました。その結果、円安の影響も

あり、売上高、営業利益とも前年同期と比べ増加しました。 

当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は2,702億57百万円（前年同期比 282億83百万円

増）となり、営業利益は142億42百万円（前年同期比 41億21百万円増）、経常利益は140億24百万円（前年同期比 50

億85百万円増）となりました。 

四半期純利益は69億69百万円（前年同期比 12億54百万円減）となりましたが、これは前年同期に遊休資産の売却

に関する特別利益を計上したためです。 
  

セグメント別の概況は以下のとおりです。 

制御事業 

制御事業は、日本市場では厳しい状況が続いたものの、海外市場ではエネルギー関連市場での需要が引き続き堅調

でした。これらの結果、同事業の売上高、営業利益は、前年同期と比べ増加しました。 

 当第３四半期連結累計期間における同事業の売上高は2,349億64百万円（前年同期比 284億82百万円増）、営業

利益は136億65百万円（前年同期比 30億41百万円増）となりました。  
  

計測機器事業 

 当第３四半期連結累計期間における同事業の売上高は199億８百万円（前年同期比 ５億67百万円減）、営業利益は

４億13百万円（前年同期は ４億０百万円の営業損失）となりました。 
  

その他事業 

 当第３四半期連結累計期間におけるその他事業の売上高は153億85百万円（前年同期比 ３億68百万円増）、営業

利益は１億63百万円（前年同期は １億２百万円の営業損失）となりました。 
  
（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産は、前連結会計年度末との比較において、以下のとおりと

なりました。 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は3,932億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ133億10百万円増加しま

した。たな卸資産が77億79百万円、投資有価証券が71億67百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が37億79百万円

減少したことが主な要因です。 

 負債合計は2,023億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ51億85百万円減少しました。コマーシャル・ペーパ

ーが60億円、長期借入金が98億77百万円、その他流動負債が92億48百万円増加した一方、短期借入金が220億63百万

円、賞与引当金が67億１百万円減少したことが主な要因です。 

純資産は1,908億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ184億96百万円増加しました。利益剰余金が42億68百万

円、その他有価証券評価差額金が52億80百万円、為替換算調整勘定が80億２百万円増加したことが主な要因です。 
  

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ３億73百万円増加し、592億

０百万円となりました。なお、当第３四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益131億76百万円に

対し、プラス要因である減価償却費101億18百万円、売上債権の減少162億64百万円等と、マイナス要因である賞与

引当金の減少70億24百万円、たな卸資産の増加55億３百万円、仕入債務の減少63億98百万円、法人税等の支払額又は

還付額57億75百万円等の結果、158億98百万円の収入（前年同期比 93億46百万円の収入増）となりました。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による55億62百万円、

無形固定資産の取得による35億82百万円の支出等の結果、91億94百万円の支出（前年同期比 31億０百万円の支出

増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による新規調達100億円、コマー

シャル・ペーパーの純増加60億円、短期借入金の純増加30億４百万円に対し、長期借入金の返済262億10百万円、

配当金の支払28億32百万円等により、101億42百万円の支出（前年同期比 65億13百万円の支出増）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26年３月期の連結業績予想については、平成25年11月８日に公表した通期連結業績予想から変更はあり

ません。 

  

  該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 59,111 60,320

受取手形及び売掛金 120,679 116,899

商品及び製品 15,860 18,171

仕掛品 7,524 12,590

原材料及び貯蔵品 11,412 11,815

その他 15,929 16,599

貸倒引当金 △3,828 △4,188

流動資産合計 226,689 232,209

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 47,836 48,621

その他（純額） 31,971 33,349

有形固定資産合計 79,807 81,970

無形固定資産   

ソフトウエア 20,795 19,761

その他 6,290 6,521

無形固定資産合計 27,086 26,283

投資その他の資産   

投資有価証券 35,873 43,041

その他 11,021 10,095

貸倒引当金 △546 △356

投資その他の資産合計 46,347 52,779

固定資産合計 153,241 161,033

資産合計 379,931 393,242
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,240 26,891

短期借入金 34,255 12,192

コマーシャル・ペーパー － 6,000

未払金 8,980 7,752

未払法人税等 3,132 3,195

賞与引当金 12,893 6,191

その他 46,468 55,717

流動負債合計 134,970 117,940

固定負債   

長期借入金 64,342 74,219

退職給付引当金 2,872 3,557

その他 5,349 6,632

固定負債合計 72,564 84,409

負債合計 207,535 202,349

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,401 43,401

資本剰余金 50,344 50,344

利益剰余金 90,960 95,229

自己株式 △11,007 △11,013

株主資本合計 173,698 177,961

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,576 10,856

繰延ヘッジ損益 116 △134

年金負債調整額 △837 △1,021

為替換算調整勘定 △10,163 △2,160

その他の包括利益累計額合計 △5,308 7,538

少数株主持分 4,006 5,392

純資産合計 172,396 190,892

負債純資産合計 379,931 393,242
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 241,974 270,257

売上原価 142,655 158,889

売上総利益 99,319 111,368

販売費及び一般管理費 89,197 97,125

営業利益 10,121 14,242

営業外収益   

受取利息 200 309

受取配当金 425 527

為替差益 166 1,037

持分法による投資利益 246 113

その他 582 847

営業外収益合計 1,621 2,835

営業外費用   

支払利息 1,665 1,623

その他 1,138 1,430

営業外費用合計 2,803 3,053

経常利益 8,938 14,024

特別利益   

固定資産売却益 3,932 90

投資有価証券売却益 99 110

特別利益合計 4,032 201

特別損失   

固定資産売却損 4 76

固定資産除却損 110 173

減損損失 864 122

投資有価証券評価損 27 7

事業構造改善費用 － 669

特別損失合計 1,007 1,048

税金等調整前四半期純利益 11,964 13,176

法人税、住民税及び事業税 3,232 5,268

法人税等調整額 △1 △169

法人税等合計 3,231 5,099

少数株主損益調整前四半期純利益 8,732 8,077

少数株主利益 508 1,107

四半期純利益 8,224 6,969
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 8,732 8,077

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,284 5,302

繰延ヘッジ損益 △21 △251

年金負債調整額 △36 △184

為替換算調整勘定 3,171 8,473

持分法適用会社に対する持分相当額 12 40

その他の包括利益合計 4,410 13,381

四半期包括利益 13,142 21,458

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 12,454 19,817

少数株主に係る四半期包括利益 687 1,641
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31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 11,964 13,176

減価償却費 10,147 10,118

貸倒引当金の増減額（△は減少） 130 △207

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,446 △7,024

投資有価証券売却損益（△は益） △99 △110

減損損失 864 122

売上債権の増減額（△は増加） 12,207 16,264

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,581 △5,503

仕入債務の増減額（△は減少） △6,520 △6,398

その他 △2,447 869

小計 11,217 21,306

利息及び配当金の受取額 1,511 1,713

利息の支払額 △1,419 △1,345

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,756 △5,775

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,552 15,898

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 △3,587 △580

定期預金の払戻による収入 3,438 92

有形固定資産の取得による支出 △6,072 △5,562

有形固定資産の売却による収入 4,300 416

無形固定資産の取得による支出 △3,840 △3,582

子会社株式及び出資金の取得による支出 △578 △606

その他 246 629

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,093 △9,194

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） 1,075 3,004

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － 6,000

長期借入れによる収入 2,000 10,000

長期借入金の返済による支出 △3,907 △26,210

配当金の支払額 △2,451 △2,832

その他 △345 △103

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,629 △10,142

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,047 3,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,123 373

現金及び現金同等物の期首残高 53,429 58,826

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）

△38 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 51,268 59,200
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

 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）

   

 （参考）地域ごとの売上高 

（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います。 

      各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。 

  (1) アジア  中国、シンガポール、韓国、インド等 

  (2) 欧州   オランダ、フランス、イギリス、ドイツ等 

  (3) 北米   米国、カナダ 

  (4) 中東    バーレーン、サウジアラビア等 

  (5) その他  ロシア、ブラジル、オーストラリア等 

  

（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）

   

前第３四半期 

連結累計期間  

(自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日)

当第３四半期 

連結累計期間  

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

対前年同期比 

制御事業  

外部顧客への売上高 206,482 234,964 28,482 

営業利益 10,624 13,665 3,041 

計測機器事業 
外部顧客への売上高 20,476 19,908 △567

営業利益 △400 413 814 

その他事業 
外部顧客への売上高 15,016 15,385 368 

営業利益 △102 163 265 

四半期連結 

損益計算書 

計上額  

外部顧客への売上高  241,974 270,257 28,283 

営業利益 10,121 14,242 4,121 

  

  

  

       前第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

対前年同期比 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 

  日本 88,271 36.5 80,923 29.9 △7,347

  海外売上高 153,702 63.5 189,333 70.1 35,631 

  アジア 64,634 26.7 75,402 27.9 10,768 

  欧州 19,917 8.2 27,111 10.0 7,193 

  北米 15,951 6.6 18,829 7.0 2,877 

  中東 21,767 9.0 24,054 8.9 2,287 

  その他 31,432 13.0 43,936 16.3 12,504 

連結売上高 241,974 100.0 270,257 100.0 28,283 
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平成26年２月７日

横河電機株式会社

平成26年３月期  第３四半期連結決算情報       

                                            （単位：百万円）

   

  受注高                                                                                 （単位：百万円）

  

 売上高                                                                                  （単位：百万円）

  

 営業利益                                                                                （単位：百万円）

  

＜参考資料＞

  H24/12 H25/12 対前年同期比 

金額 売上高比 金額 売上高比 金額 売上高比 

売 上 高 241,974 －  270,257 － 28,283 － 

営 業 利 益 10,121 4.2% 14,242 5.3% 4,121 1.1%

経 常 利 益 8,938 3.7% 14,024 5.2% 5,085 1.5%

当 期 純 利 益 8,224 3.4% 6,969 2.6% △1,254 △0.8%

総 資 産 360,664 393,242 32,578 

純 資 産 159,507 190,892 31,384 

自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 5.5% 3.9% △1.6%

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 31.93円 27.06円 △4.87円

設 備 投 資 9,836 9,150 △685

減 価 償 却 費 10,147 10,118 △28

研 究 開 発 費 18,602 18,632 30

期 中 平 均 為 替 レ ー ト 

米ドル 80.25円 100.03円 19.78円

ユーロ 102.53円 133.56円 31.03円

   H24/12  H25/12  H26/3 予想 

制 御 事 業 225,889 276,391 352,000 

計 測 機 器 事 業 20,543 20,549 28,000 

そ の 他 事 業 13,628 13,647 20,000

合 計 260,060 310,588 400,000

   H24/12  H25/12  H26/3 予想 

制 御 事 業 206,482 234,964 334,000 

計 測 機 器 事 業 20,476 19,908 29,000 

そ の 他 事 業 15,016 15,385 22,000 

合 計 241,974 270,257 385,000

   H24/12  H25/12  H26/3 予想 

制 御 事 業 10,624 13,665 24,000

計 測 機 器 事 業 △400 413 1,000

そ の 他 事 業 △102 163 500

合 計 10,121 14,242 25,500
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