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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 23,211 6.7 662 13.8 581 △4.3 1,111 232.9
21年3月期第3四半期 21,760 ― 582 ― 608 ― 333 ―

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3四半期 38.47 ―

21年3月期第3四半期 11.55 ―

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3四半期 37,722 22,094 45.8 598.64
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3四半期  17,277百万円 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  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 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）  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。 

(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。 

新規 1社 （社名 東光東芝メーターシステムズ ） 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3月期第3四半期 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3四半期 178,223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3四半期 28,886,420株 21年3月期第3四半期 28,897,920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：　無
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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３四半期連結累計期間（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 12 月 31 日）におきまして

は、当社と株式会社東芝との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）

を平成 21年 12 月１日付で設立し、連結の範囲に含めております。 

当第３四半期連結累計期間につきましては、東光東芝メーターシステムズ株式会社を連

結の範囲に含めたことなどにより、売上高 23,211 百万円（前年同期比 6.7％増）と増収に

なり、営業利益につきましても 662 百万円（前年同期比 13.8％増）と増益になりました。 

なお、経常利益につきましては、上半期に実施した資産スリム化のための費用を営業外

費用に計上したことなどにより、581 百万円（前年同期比 4.3％減）と減益になりましたが、

東光東芝メーターシステムズ株式会社の設立に伴う持分変動利益 805 百万円を特別利益に

計上したことにより、四半期純利益 1,111 百万円（前年同期比 232.9％増）と増益になりま

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東光東芝メーターシステムズ株式会社を連結の範囲に含めた

ことにより、事業全体の売上高は 21,283 百万円、営業利益は 374 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の減少により、事業全体の売上高は 1,928 百万円、

営業利益は 289 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３四半期連結会計期間末の総資産は、東光東芝メーターシステムズ株式会社を連結

の範囲に含めたことにより、37,722 百万円（前期末比 7,139 百万円増）となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、東光東芝メーターシステムズ株式会社へ出

資する際に現金 20億円を借入金で調達したことなどにより、15,628 百万円（前期末比 1,504

百万円増）となりました。また、純資産合計は東光東芝メーターシステムズ株式会社に係

る少数株主持分の計上などにより、22,094 百万円（前期末比 5,635 百万円増）となりまし

た。 

 

当第３四半期連結累計期間（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 12 月 31 日）における営業

活動によるキャッシュ・フローはたな卸資産の増加、法人税等の支払などがありましたも

のの、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、売上債権の回収などがそれらを上回り、

1,092 百万円の収入超過（前年同期比 644 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・フローは東光東芝メーターシステムズ株式会社の設立に伴

う支出 15 億円や生産設備更新のための設備投資などにより、1,896 百万円の支出超過（前

年同期比 1,483 百万円の支出増）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などがありましたものの、東光東芝

メーターシステムズ株式会社へ出資する際に現金 20 億円を借入金で調達したことにより、

1,834 百万円の収入超過（前年同期比 1,971 百万円の収入増）となりました。 
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この結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は 6,275 百万円とな

り、前期末に比較して 1,030 百万円の増加（前期比 19.6％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、平成 21 年 10 月 29 日に発表いたしました第２四半期決算

短信の業績予想から修正しておりません。 

 
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） 

平成 21 年 12 月１日付で当社と株式会社東芝との計器事業の統合会社である東光東芝

メーターシステムズ株式会社を設立し、連結の範囲に含めております。 

 

 (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 

税金費用については、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して法

人税等の納付税額を算定しております。 

 

 (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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手

した工事契約から、当第３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 6,355 5,335

受取手形及び売掛金 6,935 5,952

商品及び製品 1,993 732

仕掛品 2,541 1,461

原材料及び貯蔵品 2,814 2,215

その他 357 536

流動資産合計 20,998 16,234

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,255 15,246

減価償却累計額 △7,627 △7,322

建物及び構築物（純額） 7,628 7,924

その他 11,894 11,680

減価償却累計額 △9,205 △9,245

その他（純額） 2,689 2,435

有形固定資産合計 10,317 10,360

無形固定資産   

のれん 1,366 －

その他 448 398

無形固定資産合計 1,815 398

投資その他の資産   

投資その他の資産 4,601 3,591

貸倒引当金 △10 △2

投資その他の資産合計 4,590 3,589

固定資産合計 16,724 14,348

資産合計 37,722 30,583

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,134 4,321

短期借入金 2,170 1,860

未払法人税等 14 370

賞与引当金 371 702

その他 1,637 1,277

流動負債合計 8,328 8,533

固定負債   

長期借入金 1,690 －

修繕引当金 517 430

退職給付引当金 4,151 4,142

役員退職慰労引当金 46 124

その他 895 894

固定負債合計 7,300 5,591

負債合計 15,628 14,124
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 15,018 14,066

自己株式 △72 △60

株主資本合計 16,925 15,984

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 345 362

為替換算調整勘定 6 6

評価・換算差額等合計 351 369

少数株主持分 4,816 104

純資産合計 22,094 16,458

負債純資産合計 37,722 30,583
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 21,760 23,211

売上原価 18,023 19,121

売上総利益 3,737 4,090

販売費及び一般管理費 3,155 3,427

営業利益 582 662

営業外収益   

受取利息 7 1

受取配当金 31 26

受取保険金 7 11

雑収入 32 14

営業外収益合計 80 53

営業外費用   

支払利息 19 19

たな卸資産廃棄損 2 73

為替差損 23 25

雑支出 8 15

営業外費用合計 53 134

経常利益 608 581

特別利益   

固定資産売却益 0 1

持分変動利益 － 805

特別利益合計 0 806

特別損失   

固定資産除却損 35 38

投資有価証券評価損 0 10

会員権評価損 2 －

特別損失合計 38 49

税金等調整前四半期純利益 570 1,339

法人税、住民税及び事業税 47 60

法人税等調整額 189 150

法人税等合計 237 211

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 17

四半期純利益 333 1,111
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 570 1,339

減価償却費 896 862

のれん償却額 － 23

固定資産売却損益（△は益） △0 △1

固定資産除却損 35 38

投資有価証券評価損益（△は益） 0 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 8

修繕引当金の増減額（△は減少） 88 86

退職給付引当金の増減額（△は減少） △124 9

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 △39 △28

支払利息 19 19

持分変動損益（△は益） － △805

売上債権の増減額（△は増加） 843 752

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,499 △551

仕入債務の増減額（△は減少） 163 △187

未払金の増減額（△は減少） 13 △4

未払消費税等の増減額（△は減少） 51 △69

未払費用の増減額（△は減少） △112 97

前受金の増減額（△は減少） 178 200

預り金の増減額（△は減少） 85 77

賞与引当金の増減額（△は減少） △405 △331

その他 9 20

小計 774 1,489

利息及び配当金の受取額 38 28

利息の支払額 △18 △18

法人税等の支払額 △346 △407

営業活動によるキャッシュ・フロー 448 1,092

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 △40 △10

定期預金の払戻による収入 10 10

有形及び無形固定資産の取得による支出 △383 △395

有形及び無形固定資産の売却による収入 0 1

投資有価証券の売却による収入 0 －

事業譲受による支出 － △1,500

貸付けによる支出 － △3

貸付金の回収による収入 0 0

その他 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △412 △1,896
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 46 －

長期借入れによる収入 － 2,000

配当金の支払額 △180 △153

その他 △2 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △136 1,834

現金及び現金同等物に係る換算差額 20 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81 1,030

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 3,988 6,275
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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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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 19,191 2,569 21,760 － 21,760

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 173 10 183 (183) －

計 19,365 2,579 21,944 (183) 21,760

営　業　利　益 338 246 584 (2) 582

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31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 21,283 1,928 23,211 － 23,211

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 12 28 40 (40) －

計 21,295 1,956 23,252 (40) 23,211

営　業　利　益 374 289 664 (2) 662

（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。

－11－

東光電気株式会社（6921）　平成２２年３月期第３四半期決算短信


