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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11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5月期第2四半期 14,919 △7.3 △157 ― △179 ― △221 ―
21年5月期第2四半期 16,092 ― 802 ― 703 ― 79 ―

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5月期第2四半期 △5.03 ―
21年5月期第2四半期 1.79 ―

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5月期第2四半期 33,549 11,678 34.8 265.06
21年5月期 32,780 12,464 38.0 282.40

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  11,678百万円 21年5月期  12,464百万円

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5月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
22年5月期 ― 0.00
22年5月期 

（予想）
― 6.00 6.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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  無   

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 35,000 5.3 1,300 △6.9 1,200 △5.1 600 482.2 13.59
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他（２）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） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他（３）をご覧ください。 

(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 
 上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる場合があります。な
お、業績予想に関連する事項につきましては４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」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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5月期第2四半期 46,575,000株 21年5月期  46,575,000株
② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  2,516,070株 21年5月期  2,436,548株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第2四半期 44,120,750株 21年5月期第2四半期 44,490,833株
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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における我が国経済は、国内企業の生産活動と設備投資に下げ止まりの兆しはある

ものの、デフレ下での厳しい雇用情勢のなか消費が盛り上がりを欠くなど、先行き不透明な状況が続いています。 

このような経済状況の下、当社グループは平成21年６月から新中期経営計画「チャレンジアッププラン」をス

タートさせ、グループ企業価値のより一層の増大を目指して取り組んでおります。 

当計画初年度の当第２四半期連結累計期間における業績は次のとおりです。 

 

◇ 受注高は、産業事業部門が減少したものの、交通事業部門およびＩＴ事業部門が増加したため、前年同期

比8.6％増の197億64百万円となりました。 

◇ 売上高は、交通事業部門が増加したものの、産業事業部門およびＩＴ事業部門が減少したため、前年同期

比7.3％減の149億19百万円となりました。 

◇ 損益面では、産業事業部門の売上高大幅減少と採算低下により、営業損益は前年同期比9億60百万円減の1

億57百万円の損失、経常損益は前年同期比8億82百万円減の1億79百万円の損失となりました。また、当四

半期純損失は2億21百万円となりました。なお、当社グループの事業構造として、第４四半期連結会計期

間に売上が集中する傾向があるため、四半期連結会計期間別の業績には季節的変動があります。 

 

事業部門別の状況は、つぎのとおりです。 

  ＜交通事業＞ 

受注高は、北京地下鉄向け車両用電機品の大型受注などにより、前年同期比28.2％増の137億24百万円とな

りました。売上高は、海外向が好調で、前年同期比6.5％増の100億63百万円となりました。 

  ＜産業事業＞ 

    受注高は、企業の設備投資低迷の影響を受けて、前年同期比26.7％減の45億43百万円となりました。売上

高は、受注と同様の要因により、前年同期比26.7％減の43億51百万円となりました。 

  ＜ＩＴ事業＞ 

    受注高は、鉄道駅務関連のＩＣカード対応機器が堅調で、前年同期比15.6％増の14億96百万円となりまし

た。売上高は、前年同期比28.0％減の5億4百万円となりました。 
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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資産合計については、たな卸資産の増加13億88百万円、有形固定資産の増加３

億16百万円等がありましたが、現金及び預金の減少７億44百万円、受取手形及び売掛金の減少２億26百万円等も

あり、前連結会計年度末比７億68百万円増加の335億49百万円となりました。 

 負債合計については、短期借入金の増加８億79百万円、前受金の増加６億59百万円等があり、前連結会計年度

末比15億54百万円増加の218億70百万円となりました。 

 純資産合計については、利益剰余金の減少４億86百万円、その他有価証券評価差額金の減少２億28百万円等が

あり、前連結会計年度末比７億86百万円減少の116億78百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高については予想を上回りましたが、営業利益・経常利益・

四半期純利益については、予想を下回りました。しかしながら、当連結会計年度の業績見通しについては変更し

ておりません。 

 

★ 業績予想等に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要

因に関わる本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因によって

異なる結果となる可能性があります。 

★ 文中の将来の予測等に関するに記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて当社グループ

で判断したものです。必ずしも網羅的に記載・記述されているわけではありません。 

 

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 

【簡便な会計処理】 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

法人税等の計上に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

て算定しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予

想やタックス・プランニングを利用する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 

【会計基準等の改正に伴う変更】 

（請負工事に係る収益の計上基準の変更） 

 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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は５億64百万円増加し、営業損失、経常損失及び税

金等調整前四半期純損失は１億20百万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：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,223 2,967

受取手形及び売掛金 8,162 8,389

商品及び製品 3,257 2,327

仕掛品 3,885 3,583

原材料及び貯蔵品 2,171 2,014

その他 1,334 974

貸倒引当金 △51 △51

流動資産合計 20,982 20,205

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,603 4,609

減価償却累計額 △3,401 △3,350

建物及び構築物（純額） 1,201 1,258

機械装置及び運搬具 5,706 5,589

減価償却累計額 △4,353 △4,222

機械装置及び運搬具（純額） 1,352 1,367

土地 289 289

建設仮勘定 793 392

その他 2,198 2,153

減価償却累計額 △1,827 △1,768

その他（純額） 371 384

有形固定資産合計 4,008 3,692

無形固定資産   

ソフトウエア 203 207

その他 47 36

無形固定資産合計 250 244

投資その他の資産   

投資有価証券 6,034 6,343

その他 2,333 2,355

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 8,307 8,638

固定資産合計 12,566 12,575

資産合計 33,549 32,780
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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11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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,348 5,315

短期借入金 5,040 4,161

1年内償還予定の社債 200 200

未払法人税等 144 239

未払消費税等 32 159

未払費用 3,080 2,752

前受金 1,188 528

預り金 243 256

賞与引当金 839 837

役員賞与引当金 7 15

受注損失引当金 367 327

その他 500 394

流動負債合計 16,993 15,188

固定負債   

社債 580 680

長期借入金 1,125 1,320

退職給付引当金 2,883 2,838

役員退職慰労引当金 141 141

長期未払金 147 147

固定負債合計 4,877 5,127

負債合計 21,870 20,316

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,482 4,482

資本剰余金 2,661 2,661

利益剰余金 5,175 5,661

自己株式 △879 △818

株主資本合計 11,440 11,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 280 509

為替換算調整勘定 △42 △32

評価・換算差額等合計 238 476

純資産合計 11,678 12,464

負債純資産合計 33,549 32,780

東洋電機製造㈱　（6505）　　平成22年５月期　第２四半期決算短信

6



(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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 16,092 14,919

売上原価 12,081 11,857

売上総利益 4,010 3,061

販売費及び一般管理費 3,207 3,219

営業利益又は営業損失（△） 802 △157

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 61 64

助成金収入 － 32

雑収入 29 37

営業外収益合計 92 133

営業外費用   

支払利息 64 58

固定資産廃棄損 11 8

為替差損 97 75

雑損失 17 12

営業外費用合計 191 155

経常利益又は経常損失（△） 703 △179

特別損失   

投資有価証券評価損 265 12

課徴金 46 －

特別損失合計 311 12

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（△）

391 △191

法人税、住民税及び事業税 333 128

法人税等調整額 △21 △97

法人税等合計 312 30

四半期純利益又は四半期純損失（△） 79 △221
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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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11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（△）

391 △191

減価償却費 443 419

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △46 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65 44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △62 △0

受取利息及び受取配当金 △63 △64

支払利息 64 58

投資有価証券評価損益（△は益） 265 12

売上債権の増減額（△は増加） 1,680 243

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,605 △1,388

仕入債務の増減額（△は減少） △994 53

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） △34 △29

受注損失引当金の増減額（△は減少） 68 40

前受金の増減額（△は減少） － 659

その他 △268 △136

小計 △83 △275

利息及び配当金の受取額 63 64

利息の支払額 △68 △63

法人税等の支払額 △216 △220

営業活動によるキャッシュ・フロー △304 △494

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 △399 △619

投資有価証券の取得による支出 △140 △4

その他 △63 115

投資活動によるキャッシュ・フロー △603 △508

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） 1,799 943

長期借入金の返済による支出 △230 △245

社債の償還による支出 △90 △100

自己株式の取得による支出 △11 △60

配当金の支払額 △268 △266

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,200 270

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 294 △744

現金及び現金同等物の期首残高 2,230 2,967

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）

76 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,602 2,223
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

 該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

 該当事項はありません。 
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(6) 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６月１日 至 平成20年11月30日） 

 当連結グループの主な事業内容は、電気機械器具の製造及び販売であります。 

 一セグメントの売上高及び営業損益の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超となって

おります。また、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントはありません。このため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

 当連結グループの主な事業内容は、電気機械器具の製造及び販売であります。 

 一セグメントの売上高及び営業損益の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超となって

おります。また、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントはありません。このため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,276 428 2,705 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 16,092 

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

14.1 2.7 16.8 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

①アジア･･････中国、韓国、パキスタン 

②その他･･････ヨーロッパ、北米、中南米他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,177 935 3,113 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 14,919 

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

14.6 6.3 20.9 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

①アジア･･････中国、韓国、タイ王国 

②その他･･････北米、ヨーロッパ他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 
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６．その他の情報 

（1）生産、受注及び販売の状況 

 

１. 生産実績 

部  門 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

交通事業 9,854 61.0 10,229 72.8

産業事業 5,626 34.8 3,346 23.8

ＩＴ事業 682 4.2 480 3.4

合  計 16,163 100.0 14,055 100.0

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

２. 受注状況 

部  門 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

受注高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

受注高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

交通事業 10,704 17,907 13,724 25,548

産業事業 6,200 6,134 4,543 3,700

ＩＴ事業 1,294 1,073 1,496 1,840

合  計 18,199 25,114 19,764 31,089

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

３. 販売実績 

部  門 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

交通事業 9,453 58.7 10,063 67.4

産業事業 5,938 36.9 4,351 29.2

ＩＴ事業 700 4.4 504 3.4

合  計 16,092 100.0 14,919 100.0

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 当社グループの事業構造として、第４四半期連結会計期間に売上が集中する傾向があるため、四半期連 

     結会計期間別の業績には季節的要因があります。 
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