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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 14,564 2.9 312 17.2 250 △13.3 112 △30.4

21年3月期第2四半期 14,159 ― 266 ― 288 ― 161 ―

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

22年3月期第2四半期 3.90 ―

21年3月期第2四半期 5.59 ―

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

22年3月期第2四半期 29,672 16,523 55.3 567.83
21年3月期 30,583 16,458 53.5 566.11

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  16,400百万円 21年3月期  16,354百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ― 2.50

22年3月期 
（予想）

― 2.50 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 34,400 9.9 930 7.3 820 △7.5 1,250 153.6 43.28
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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  

(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．その他をご覧下さい。 

(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） 

（注）詳細は５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 29,040,000株 21年3月期 29,040,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 157,589株 21年3月期 151,311株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 28,885,550株 21年3月期第2四半期 28,901,210株
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（参考）個別業績予想
平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

（％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
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 30,000 △ 3.8 700 △ 0.5 650 △ 18.8 380 △ 16.5 13.16

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無：　有
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【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２四半期連結累計期間（平成 21年 4月 1 日～平成 21 年 9 月 30 日）におけるわが国

の経済は、世界的な金融危機の影響が実体経済に波及したことによる雇用環境の悪化や設

備投資の大幅な減少などがあったものの、経済対策の効果により個人消費の若干の持ち直

しや企業収益の減少が緩やかになるなど、景気の一部には持ち直しの動きが見られました。 

当社グループの最大の顧客である電力業界におきましては、柏崎刈羽原子力発電所が復

旧段階にあることに加えて、販売電力量も落ち込んだことから設備投資や修繕費の抑制を

継続しております。また、一般市場向けのソリューション分野などにおきましても、景気

後退の影響による市場競争の激しさが増すなど、当社グループを取り巻く経営環境は厳し

い状況が続いております。 

当社グループは、こうした状況に対処するため、グループ一体となって中期経営計画に

掲げた「目標利益の確保」「新商品への挑戦」「経営管理基盤の定着」の三つの方針に基づ

き、諸施策を確実に実行するとともに、主軸事業である電力機器事業や新たな経営の柱と

して掲げた環境ソリューション事業を主体に、コストダウンの徹底、お客さま視点に立っ

た販売力の強化などを積極的に推進しております。 

このような結果、当第２四半期連結累計期間においては、内線工事や配電コンピュータ

などの売上が減少しましたが、電子式組合せ計器の有効期間延伸の影響が緩和されたこと

による電力向けの計器用変成器や一般市場向けのガスＶＴなどの売上が増加したことによ

り、売上高 14,564 百万円（前年同期比 2.9％増）の増収となりました。なお、利益につき

ましては、資産スリム化のための費用などにより、経常利益 250 百万円（前年同期比 13.3％

減）、四半期純利益 112 百万円（前年同期比 30.4％減）の減益となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

［電気機械器具関連事業］ 

電気機械器具関連事業では電子式組合せ計器の有効期間延伸の影響が緩和されたことに

よる電力向けの計器用変成器をはじめ、ガスＶＴ、セキュリティシステムなどの売上高が

増加しました。この結果、事業全体の売上高は 13,346 百万円、営業利益は 101 百万円とな

りました。 

［その他の事業］ 

その他の事業では内線工事などの売上高の減少により、事業全体の売上高は 1,218 百万

円、営業利益は 211 百万円となりました。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第２四半期連結会計期間末の総資産は売上債権の減少や固定資産の減価償却の進行に

伴う減少などにより、29,672 百万円（前期末比 910 百万円減）となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は支払債務や未払法人税等の減少などにより、

13,148 百万円（前期末比 975 百万円減）となりました。また、純資産合計は四半期純利益

の計上に伴う利益剰余金の増加などにより、16,523 百万円（前期末比 64百万円増）となり

ました。  
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当第２四半期連結累計期間（平成 21年 4月 1 日～平成 21 年 9 月 30 日）における営業活

動によるキャッシュ・フローは仕入債務の減少、たな卸資産の増加、法人税等の支払など

がありましたものの、売上債権の回収、減価償却費などがそれらを上回り、941 百万円の収

入超過（前年同期比 441 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・フローは生産設備更新のための設備投資などにより、266 百

万円の支出超過（前年同期比 36 百万円の支出減）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払により、89 百万円の支出超過（前年

同期比 12百万円の支出減）となりました。 

この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は 5,845 百万円とな

り、前期末に比較して 599 百万円の増加（前期比 11.4％増）となりました。 

 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
業績の見通しにつきましては、第２四半期連結累計期間までの業績を踏まえ、連結・個

別ともに修正しております。 

また、連結の売上高・利益には、計器事業の統合会社（東光東芝メーターシステムズ株

式会社）が平成 21 年 12 月１日付で発足することに伴う増分を見込んでおります。なお、

連結の当期純利益には持分変動差額（約８億円）が含まれております。 

 
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 

採用している簡便な会計処理は重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

 (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 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりまし

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18号 平成 19年

12 月 27 日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した

工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認

められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その

他の工事については工事完成基準を適用しております。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,935 5,335

受取手形及び売掛金 4,237 5,952

商品及び製品 982 732

仕掛品 1,738 1,461

原材料及び貯蔵品 2,267 2,215

その他 532 536

流動資産合計 15,693 16,234

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,244 15,246

減価償却累計額 △7,514 △7,322

建物及び構築物（純額） 7,729 7,924

その他 11,373 11,680

減価償却累計額 △9,061 △9,245

その他（純額） 2,311 2,435

有形固定資産合計 10,041 10,360

無形固定資産 361 398

投資その他の資産   

投資その他の資産 3,586 3,591

貸倒引当金 △10 △2

投資その他の資産合計 3,576 3,589

固定資産合計 13,979 14,348

資産合計 29,672 30,583

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,657 4,321

短期借入金 1,860 1,860

未払法人税等 74 370

賞与引当金 668 702

その他 1,354 1,277

流動負債合計 7,615 8,533

固定負債   

修繕引当金 487 430

退職給付引当金 4,105 4,142

役員退職慰労引当金 46 124

その他 893 894

固定負債合計 5,533 5,591

負債合計 13,148 14,124
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,452 1,452

資本剰余金 527 527

利益剰余金 14,092 14,066

自己株式 △63 △60

株主資本合計 16,008 15,984

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 365 362

為替換算調整勘定 26 6

評価・換算差額等合計 391 369

少数株主持分 123 104

純資産合計 16,523 16,458

負債純資産合計 29,672 30,583
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 14,159 14,564

売上原価 11,774 12,037

売上総利益 2,385 2,527

販売費及び一般管理費 2,118 2,215

営業利益 266 312

営業外収益   

受取利息 5 1

受取配当金 21 17

受取保険金 7 9

雑収入 23 13

営業外収益合計 57 41

営業外費用   

支払利息 12 11

たな卸資産廃棄損 1 73

為替差損 15 10

雑支出 5 8

営業外費用合計 34 102

経常利益 288 250

特別利益   

固定資産売却益 － 1

特別利益合計 － 1

特別損失   

固定資産除却損 9 36

投資有価証券評価損 0 8

特別損失合計 9 44

税金等調整前四半期純利益 279 206

法人税、住民税及び事業税 61 67

法人税等調整額 58 14

法人税等合計 120 82

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 12

四半期純利益 161 112
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 279 206

減価償却費 593 544

有形固定資産売却損益（△は益） － △1

固定資産除却損 9 36

投資有価証券評価損益（△は益） 0 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 8

修繕引当金の増減額（△は減少） 59 57

退職給付引当金の増減額（△は減少） △137 △36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △77

受取利息及び受取配当金 △26 △19

支払利息 12 11

売上債権の増減額（△は増加） 993 1,725

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,124 △570

仕入債務の増減額（△は減少） 19 △671

未払金の増減額（△は減少） 0 △4

未払消費税等の増減額（△は減少） 4 △105

未払費用の増減額（△は減少） △71 14

前受金の増減額（△は減少） 184 224

預り金の増減額（△は減少） △3 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △37 △34

その他 41 △17

小計 797 1,296

利息及び配当金の受取額 26 19

利息の支払額 △12 △13

法人税等の支払額 △311 △360

営業活動によるキャッシュ・フロー 499 941

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 － 1

有形及び無形固定資産の取得による支出 △303 △265

貸付けによる支出 － △3

貸付金の回収による収入 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △303 △266

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △100 △87

その他 △1 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △102 △89

現金及び現金同等物に係る換算差額 19 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 113 599

現金及び現金同等物の期首残高 4,069 5,245

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,182 5,845
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(4)継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(5)セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日） （単位：百万円）

電 気 機 械
器 具
関 連 事 業

そ の 他 の
事 業

計
消 去 又 は
全 社

連 結

売　　上　　高

(1)外部顧客に対する売上高 12,397 1,761 14,159 － 14,159

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 143 6 150 (150) －

計 12,541 1,768 14,310 (150) 14,159

営　業　利　益 152 115 267 (1) 266

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日） （単位：百万円）

電 気 機 械
器 具
関 連 事 業

そ の 他 の
事 業

計
消 去 又 は
全 社

連 結

売　　上　　高

(1)外部顧客に対する売上高 13,346 1,218 14,564 － 14,564

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 8 19 28 (28) －

計 13,355 1,237 14,593 (28) 14,564

営　業　利　益 101 211 313 (1) 312

（注）

１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分に属する主な製商品

①電気機械器具関連事業

　各種開閉器、各種変成器、配電用制御機器、セキュリティ監視制御装置

　伝送システム機器、電力量計器修理、計器失効替工事

②その他の事業

　電気設備工事、空調設備工事、光源機器、不動産賃貸事業

［所在地別セグメント情報］

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90％を超えるため、記載を省略しております。

［海外売上高］

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

(6)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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