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1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(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 ％

 21年3月期第1四半期 2,092 ― 25 ― 48 ― 19 ―

 20年3月期第1四半期 2,255 19.2 97 ― 110 ― 43 ―

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

　21年3月期第1四半期 2 07 ― ―

　20年3月期第1四半期 4 68 ― ―

　(2) 連結財政状態

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

　21年3月期第1四半期 9,111 4,579 49.3 479 54

　 20年3月期 9,317 4,636 48.8 484 51
(参考) 自己資本 　21年3月期第1四半期 4,496百万円 　20年3月期 4,542百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

　円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 4 00 ― 4 00 8 00

21年3月期 ― ― ― ― ― ―

21年3月期(予想) ― 4 00 ― 4 00 8 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間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２四半期連結累計期間 4,789 4.6 184 △8.5 177 △20.1 98 2.2 10 54

通期 10,171 5.4 568 21.8 552 9.4 313 22.8 33 39
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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4. その他

(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

　 [新規 ―社 (社名 ― )  除外 ―社 (社名 ― )]

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 [(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 有

　 [(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(4) 発行済株式数（普通株式）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年３月期第１四半期 9,388,950株 20年３月期 9,388,950株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 12,946株 20年３月期 12,946株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 9,376,004株 20年３月期第１四半期 9,378,413株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要
素を含んでおります。実際の業績の変化等により、上記予想値と異なる場合があります。

― 2 ―

決算短信 2008年07月30日 12時56分 05246xe01_in 2ページ （Tess 1.10 20080626_01）



東洋電機㈱(6655)平成21年３月期 第１四半期決算短信

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第1四半期におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰の影響により企業収益が減少し、設備投資や

個人消費が伸び悩むなど、景気の減速感が強まる展開となりました。
　当電気機器業界におきましても、建築基準法改正の影響は収束しつつあるものの、コストの上昇や設備投
資の先延ばしなどにより、厳しい環境の中で推移してまいりました。
　このような状況のもと、当社グループでは新市場や新規顧客開拓に向けた営業活動の強化や新製品開発に
力を注ぐとともに、業務効率化活動の活性化や将来を見据えた事業構造再編の検討を積極的に行なってまい
りましたが、当第1四半期の当社グループの売上高は2,092百万円(前年同期比7.2％減)、利益につきまして
は、営業利益25百万円(前年同期比74.4％減)、経常利益48百万円(前年同期比55.6％減)、四半期純利益19百
万円(前年同期比55.8％減)という結果となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。
① 制御装置関連事業
エンジニアリング部門につきましては、監視制御装置分野では鉄鋼業界および繊維業界向け産業機器が輸

出の伸びに支えられ増加したものの、搬送制御装置分野や印刷制御装置分野および配電盤分野が減少したこ
とにより、当部門の売上高は736百万円(前年同期比3.6％減)となりました。
　機器部門につきましては、センサ分野は建築基準法改正の影響が弱まり、エレベータセンサが増加したも
のの、空間光伝送装置分野が新製品の市場投入が遅れたことにより減少したため、当部門の売上高は553百万
円(前年同期比0.3％減)となりました。
　変圧器部門につきましては、データセンタ向け乾式変圧器などが好調に推移したことにより、当部門の売
上高は490百万円(前年同期比2.8％増)となりました。
　在外子会社部門につきましては、日系企業向け受配電盤は好調に推移したものの、現地中国企業向け受配
電盤が低迷したことにより、当部門の売上高は104百万円(前年同期比61.9％減)となりました。
　以上の結果、制御装置関連事業の売上高は1,884百万円(前年同期比8.9％減)となりました。
② 建材関連事業

建材関連事業につきましては、販売製品の絞込みや収益性を重視した選別受注の推進とともに、鋼材値上
げ前の駆込み需要などにより、当事業の売上高は59百万円(前年同期比11.8％増)となりました。
③ 樹脂関連事業

樹脂関連事業につきましては、再生樹脂は再生材料入手が困難な状況が継続し減少しましたが、生産ライ
ン増設にともない自動車業界向け樹脂成形品用の機能性樹脂が好調に推移したことにより、当事業の売上高
は148百万円(前年同期比11.2％増)となりました。

（セグメント別売上高） （単位：百万円未満切捨）

区 分

平成21年3月期
第１四半期

平成20年3月期
第１四半期

比較増減

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

　制御装置関連事業 1,884  90.0  2,068  91.7  △ 184 △ 8.9

　エンジニアリング部門 736  35.2  764  33.9  △ 27 △ 3.6

　機器部門 553  26.4  554  24.6  △ 1 △ 0.3

　変圧器部門 490  23.4  476  21.1  ＋ 13 ＋ 2.8

　在外子会社部門 104  5.0  272  12.1  △ 168 △ 61.9

　建材関連事業 59  2.9  53  2.4  ＋ 6 ＋ 11.8

　樹脂関連事業 148  7.1  133  5.9  ＋ 15 ＋ 11.2

計 2,092  100.0  2,255  100.0  △ 163 △ 7.2
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2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ206百万円減少し、9,111百万円となりました。

　これは主に、現金及び預金が45百万円増加したものの、売上高減少にともなう受取手形及び売掛金の減少
229百万円、たな卸資産の減少51百万円などにより流動資産が206百万円減少し、有形固定資産が35百万円増
加したことによるものであります。
　負債は、前連結会計年度末に比べ148百万円減少し、4,532百万円となりました。
　これは主に、支払手形及び買掛金の減少111百万円などにより流動負債が64百万円減少し、長期借入金の減
少49百万円などにより固定負債が84百万円減少したことによるものであります。
　純資産は、前連結会計年度末に比べ57百万円減少し、4,579百万円となりました。
　これは主に、利益剰余金が18百万円減少し、評価・換算差額等が28百万円減少したことによるものであり
ます。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期の連結業績は前第１四半期と比較して、売上高、利益ともに低い水準となりましたが、概ね

想定した範囲で推移しており、平成21年３月期の第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につき
ましては、平成20年５月９日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。
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4. その他
(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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
① 一般債権の貸倒見積高の算定方法
　 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

② 棚卸資産の評価方法
　 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
　 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更
 ａ． 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第

12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月
14日 企業会計基準適用指針第14号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、
「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 ｂ． 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性
の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。
これにより、税金等調整前四半期純利益が12百万円減少しております。

 ｃ． 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必
要な修正を行っております。
これによる損益に与える影響はありません。

 ｄ． 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３
月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委
員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四
半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更
し、リース資産として計上しております。
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定
する方法によっております。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に6百万円計上されてお
り、損益に与える影響はありません。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

② ①以外の変更
　有形固定資産の耐用年数の変更

　 当第１四半期連結会計期間より、当社及び国内連結子会社における有形固定資産の耐用年数につい
ては、法人税法の改正を契機として見直しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却
費を算定する方法に変更しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が1百万円、営業利益、経常利益及び税金
等調整前四半期純利益が2百万円それぞれ減少しております。
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,363,974 1,318,780

受取手形及び売掛金 3,299,991 3,529,773

有価証券 41,677 50,810

商品及び製品 233,178 225,280

仕掛品 443,333 488,693

原材料及び貯蔵品 341,140 355,312

繰延税金資産 99,949 82,712

その他 50,790 54,733

貸倒引当金 △1,916 △27,405

流動資産合計 5,872,117 6,078,693

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 651,159 639,949

土地 1,149,091 1,151,771

その他（純額） 406,596 379,995

有形固定資産合計 2,206,848 2,171,717

無形固定資産

土地使用権 226,898 250,068

その他 35,743 36,544

無形固定資産合計 262,642 286,612

投資その他の資産

投資有価証券 420,292 408,236

繰延税金資産 176,422 196,444

その他 177,800 180,774

貸倒引当金 △5,032 △5,176

投資その他の資産合計 769,482 780,279

固定資産合計 3,238,972 3,238,609

資産合計 9,111,090 9,317,303
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,569,129 1,680,511

短期借入金 1,264,660 1,295,660

未払法人税等 23,424 78,702

賞与引当金 38,500 166,900

その他 521,576 260,351

流動負債合計 3,417,290 3,482,125

固定負債

長期借入金 303,309 352,349

長期未払金 97,097 106,566

繰延税金負債 6,160 3,270

退職給付引当金 553,395 554,223

役員退職慰労引当金 144,684 176,225

製品保証引当金 1,600 2,800

その他 8,546 3,449

固定負債合計 1,114,793 1,198,883

負債合計 4,532,083 4,681,009

純資産の部

株主資本

資本金 1,037,085 1,037,085

資本剰余金 857,408 857,408

利益剰余金 2,499,052 2,517,165

自己株式 △4,279 △4,279

株主資本合計 4,389,266 4,407,378

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 87,878 80,782

為替換算調整勘定 19,065 54,653

評価・換算差額等合計 106,943 135,436

少数株主持分 82,796 93,478

純資産合計 4,579,006 4,636,294

負債純資産合計 9,111,090 9,317,303

― 7 ―

決算短信 2008年07月30日 12時56分 05246xe01_in 7ページ （Tess 1.10 20080626_01）



東洋電機㈱(6655)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 2,092,844

売上原価 1,580,670

売上総利益 512,173

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 32,765

給料手当及び賞与 135,209

賞与引当金繰入額 14,738

退職給付費用 7,589

役員退職慰労引当金繰入額 729

福利厚生費 34,991

旅費及び交通費 19,437

減価償却費 11,220

賃借料 18,147

技術研究費 35,560

その他 176,771

販売費及び一般管理費合計 487,161

営業利益 25,012

営業外収益

受取利息 1,156

受取配当金 20,924

受取賃貸料 4,939

雑収入 10,964

営業外収益合計 37,984

営業外費用

支払利息 6,846

手形売却損 1,964

不動産賃貸原価 3,389

雑損失 1,858

営業外費用合計 14,058

経常利益 48,937

特別利益

固定資産売却益 1,080

貸倒引当金戻入額 46

製品保証引当金戻入額 1,200

役員退職慰労引当金戻入額 836

特別利益合計 3,162

特別損失

固定資産除却損 1,730

たな卸資産評価損 12,817

特別損失合計 14,548
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

税金等調整前四半期純利益 37,551

法人税、住民税及び事業税 19,951

法人税等調整額 866

法人税等合計 20,817

少数株主利益 △2,657

四半期純利益 19,391
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

　（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,255,981

Ⅱ 売上原価 1,692,442

　 売上総利益 563,539

Ⅲ 販売費及び一般管理費 465,831

    営業利益 97,707

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息 1,431

　2. 受取配当金 4,574

　3. 受取賃貸料 4,820

　4. 雑収入 14,309

25,136

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 6,313

　2. 受取手形売却損 1,231

　3. 賃貸不動産原価 3,158

　4. 雑損失 1,836

12,539

　 経常利益 110,304

Ⅵ 特別利益

　1. 固定資産売却益 843

　2. 貸倒引当金戻入益 150

　3. 投資有価証券売却益 744

1,738

Ⅶ 特別損失

　1. 固定資産売却損 272

　2. 固定資産除却損 1,461

　3. 投資有価証券評価損 24,411

26,144

　 税金等調整前四半期純利益 85,898

　 法人税、住民税及び事業税 59,996

　 法人税等調整額 △ 18,222

41,774

　 少数株主利益 216

　 四半期純利益 43,907
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