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1. 22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 34,709 10.8 1,036 19.5 946 6.8 1,340 172.0
21年3月期 31,314 △3.2 867 △24.4 886 △24.1 492 △15.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 46.43 ― 7.9 2.7 3.0
21年3月期 17.06 ― 3.0 2.9 2.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期 ―百万円 21年3月期 ―百万円

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 40,106 22,394 43.8 608.89
21年3月期 30,583 16,458 53.5 566.11

（参考） 自己資本 22年3月期 17,565百万円 21年3月期 16,354百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 3,840 △2,263 1,821 8,650
21年3月期 1,164 218 △190 5,245

2. 配当の状況
1株当たり配当金 配当金総額

（合計）
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 173 35.2 1.1
22年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 144 10.8 0.9

23年3月期
（予想）

― 2.50 ― 2.50 5.00 48.1

3. 23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

19,300 32.5 120 △61.5 100 △60.1 70 △37.8 2.43

通期 41,600 19.9 450 △56.6 400 △57.7 300 △77.6 10.40
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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6ページ「2.企業集団の状況」をご覧下さい。

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの）

（注）詳細は17ページ「4.連結財務諸表 (6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。

(3) 発行済株式数（普通株式）

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「4.連結財務諸表 (8)注記事項 １株当たり情報」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株式会
社

） 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 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 191,017株 21年3月期 151,311株

（参考）個別業績の概要

1. 22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

(2) 個別財政状態

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 30,629 △1.8 779 10.8 745 △6.9 457 0.5
21年3月期 31,183 △3.4 703 △33.8 800 △26.2 455 △18.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 15.84 ―

21年3月期 15.75 ―

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 30,517 15,323 50.2 531.16
21年3月期 28,881 15,002 51.9 519.33

（参考） 自己資本 22年3月期 15,323百万円 21年3月期 15,002百万円

2. 23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、3ページ「1.経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。

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
累計期間

13,900 △3.9 200 △18.3 240 20.0 130 36.3 4.51

通期 30,200 △1.4 730 △6.4 780 4.6 430 △6.0 14.91
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１．経 営 成 績

（１）経営成績に関する分析

当期におけるわが国の経済は、アジア向けを中心とした輸出の増加を主な要因とする企業収益の下

げ止まりや、経済対策の効果による個人消費の持ち直しによって、金融危機後の景気低迷からの改善

の動きが見られましたが、依然として設備投資は低調にとどまり、また、雇用情勢も厳しい状況にあ

るなど、本格的な景気回復には至りませんでした。

当社グループ（当社及び連結子会社）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、景気低迷により販売電力量が減少したことなどから、設備投資

及び修繕費については低調に推移いたしました。また一般市場向けのソリューション分野においても、

景気低迷の中で市場競争が激化するなど、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況が続きまし

た。

このような状況下で、当社グループといたしましては、平成 21 年度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」の三つの経営方針に基づき、各種施策を確実

に実行するとともに「変化への挑戦」をテーマに、主軸である電力機器事業に加え、環境やセキュリ

ティに貢献する「環境ソリューション事業」を新たな柱にすべく育成に取組んでまいりました。また、

新しい事業領域への挑戦の一環として「東光東芝メーターシステムズ株式会社」を株式会社東芝と共

同で設立し、新型電子式メータの開発、製造及び販売に取組んでおります。

この結果、当期の売上高は34,709百万円（前期比10.8％増）、経常利益は946百万円（前期比6.8％

増）、当期純利益は1,340百万円（前期比172.0％増）の増収増益となりました。なお、東光東芝メー

ターシステムズ株式会社設立に伴う持分変動利益（約８億円）が特別利益に計上されております。

一方、当社単体の業績につきましては、売上高は30,629百万円（前期比1.8％減）、経常利益は745

百万円（前期比6.9％減）、当期純利益は457百万円（前期比0.5％増）の減収経常減益となりました。

これをセグメント別にご説明いたしますと、電気機械器具関連事業では、平成21年 12月に設立し

た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

31,539 百万円（前期比 15.4％増）となり、営業利益につきましても 496 百万円（前期比 35.9％増）

と増益になりました。

その他の事業では、内線工事などの売上高が減少したことにより、事業全体の売上高は3,170百万

円（前期比20.5％減）となりましたが、営業利益は542百万円（前期比7.5％増）と増益になりまし

た。

わが国の経済は、雇用情勢に厳しさは残るものの、輸出の増加や経済対策の効果による企業収益、

個人消費の改善によって、緩やかな景気持ち直しの傾向が続くものと予測されます。当社最大の顧客

である電力業界におきましては、電力需要の回復の遅れなどから恒常的な原価低減が要請される中で、

設備投資及び修繕費の抑制は継続されるものと見られます。また、一般市場においても市場競争の激

化により、経営環境は引き続き厳しいものになると予想されます。

このような状況に対処するため、当社グループは、平成22年度中期経営計画で掲げた、「新市場・

新商品への挑戦」「収益力の向上」「社会から信頼される経営基盤の再構築」の三つの経営指針をもと

に、「低炭素社会の実現」に貢献する商品・サービスを創造し、「変化し続ける」ことに挑戦してまい

ります。

具体的には、「新市場・新商品への挑戦」につきましては、電力の安定供給と効率運用に寄与する
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スマートグリッド関連商品（次期配電自動化機器、新型電子式メータ等）の開発・生産にグループの

総力をあげて取組んでまいります。

「収益力の向上」につきましては、お客様の要望に応え、選ばれ続ける企業を目指して、部門間を

横断したコストダウンの深耕や、品質の維持・向上とダメージコントロールなどの取組みにグループ

一丸となって努めてまいります。

「社会から信頼される経営基盤の再構築」につきましては、従来から着実に展開している内部統制、

企業倫理・コンプライアンス、環境・安全などへの対応を引き続きグループ全体で強化し、地域・社

会やステークホルダーから信頼される企業を目指すとともに、人材育成のより一層の充実に向けた取

組みを実施してまいります。

当社グループといたしましては、以上のような諸施策を全力で推進することで、持続的成長とさら

なる発展を目指してまいる所存であります。

これらの背景を踏まえ、現時点における次期の連結業績の見通しといたしましては、子会社の連結

が通年になることや、新商品の研究開発投資の増などにより、売上高 41,600 百万円、営業利益 450

百万円、経常利益400百万円、当期純利益300百万円と想定しております。

（２）財政状態に関する分析

当期末の総資産は、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、

40,106百万円（前期末比9,523百万円増）となりました。

当期末の負債合計は、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、17,711百万円（前期末比3,587百万円増）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、22,394 百万円

（前期末比5,935百万円増）となりました。

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは3,840百万円の収入超過（前期比2,676百万円

の収入増）となりました。法人税等の支払などがありましたものの、税金等調整前当期純利益の計上、

減価償却費、仕入債務の増加などがそれらを上回りました。

当期における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、2,263 百万円の支出超過（前期比

2,481百万円の支出増）となりました。

当期における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、1,821

百万円の収入超過（前期比2,011百万円の収入増）となりました。

この結果、当期における現金及び現金同等物の期末残高は8,650百万円となり、前期末に比較して

3,404百万円増加（前期比64.9％増）しました。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年

3月期

平成19年

3月期

平成20年

3月期

平成21年

3月期

平成22年

3月期

自己資本比率（ ％ ） 51.0 52.8 54.3 53.5 43.8

時価ベースの

自己資本比率（ ％ ）
59.5 44.8 21.1 19.8 45.1

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率（ ％ ）
96.0 127.5 157.6 159.7 100.5

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ（倍）
124.0 73.5 47.3 45.5 126.7

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ･フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ･フロー／利払い

１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

３．キャッシュ･フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての

負債を対象としております。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は株主に対する利益還元を経営の最重要政策として位置付けており、企業財務体質の強化など

経営基盤の確保に努めながら、中間配当と期末配当の年２回の継続的かつ安定的な配当を実施するこ

とを基本方針といたしております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会

であります。

当期は、株主各位への安定的な利益還元という方針を基本に、当期の業績などを総合的に勘案し、

期末配当金は２円５０銭（中間配当金２円５０銭と合わせまして年間配当金５円）を予定しておりま

す。

内部留保金につきましては、生産性向上や品質向上のための設備投資、市場ニーズに対応した新商

品の研究開発などに有効活用することにより、経営基盤を強化し、株主各位のご期待に応えることと

しております。

なお、次期配当につきましては、上記の基本方針及び次期の利益水準などを総合的に勘案し、年間

配当金５円（中間配当金２円５０銭）を予定しております。
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２．企業集団の状況

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社５社、関連会社１社で構成されており、

主に電力流通機器、システム制御機器、計量機器、光源機器等の製造販売及び計器失効替工事並びに

設備工事の請負及び施工、さらに不動産の賃貸、商品の仕入販売等の事業活動を展開しております。

各事業における当社及び関係会社の位置付け等は次のとおりであります。

［電気機械器具関連事業］

電力流通機器・・・・・・・・当社で製造販売し、製造工程の一部作業を子会社東光器材㈱が行っ

ております。関連会社TACTICO LTD.（韓国）に対して当社の製品の

一部を生産委託しております。子会社蘇州東光優技電気有限公司

（中国）は各種変成器を製造販売しております。

システム制御機器・・・・・・当社で製造販売しております。

計量機器・工事・・・・・・・当社及び子会社東光東芝メーターシステムズ㈱で製造販売及び取替

え工事を行い、製造工程の一部作業を子会社東光器材㈱及び子会社

ティー・エム・ティー㈱が行っております。また、その他の関係会

社東京電力㈱から取替え工事に使用する電力量計等の供給を受け

ております。

なお、その他の関係会社東京電力㈱は、当該事業における主要な販売先であります。

［その他の事業］

設備工事・・・・・・・・・・当社で請負、施工しております。

光源機器・・・・・・・・・・当社で製造販売しており、一部仕入販売を行っております。また、

仕入商品の一部について、子会社東光器材㈱に販売を委託しており

ます。

不動産賃貸・・・・・・・・・当社が所有するビルなどを賃貸しております。

なお、その他の関係会社東京電力㈱に対しては、当該事業における工事の請負並びに製商品を販

売しております。

各事業における製商品等の輸送については主として子会社東光工運㈱が行い、また、物流管理業務

の一部についても同社が行っております。

[当期における関係会社の異動]

平成21年 12月 1日付で東光東芝メーターシステムズ㈱を新たに設立しております。

また、株式会社東芝の子会社であった東芝メーターテクノ㈱は、同日付でティー・エム・ティー㈱

に商号変更し、東光東芝メーターシステムズ㈱の子会社となりました。
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（事業の系統図）

（連結子会社）

蘇州東光優技

電気有限公司

（関連会社）

TACTICO LTD.

海 外

当 社

電気機械器具関連事業 その他の事業

原材料

製 品

得 意 先

（その他の関係会社）

東京電力㈱ その他の得意先

製 品原材料 商 品

製 品

請 負 工 事

不動産賃貸

（非連結子会社）

ティー・エム・

ティー㈱

（連結子会社）

東光東芝メータ

ーシステムズ㈱

（連結子会社）

東光器材㈱

商 品

製 品

外注加工

外注加工

商 品

製 品

（連結子会社）

東光工運㈱

工 事

物流管理

輸 送

製 品

製 品
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３．経 営 方 針

（１）会社の経営の基本方針

当社グループは、「人々の暮らしや産業を支える電気の安定供給に寄与する製品の開発・製造、お

客さまの利便性を創造・提供するサービス活動を通して豊かで安心な社会と快適な環境づくりに貢献

する」ことを目的として、主軸である電力機器事業に加え、環境やセキュリティに貢献する「環境ソ

リューション事業」を新たな柱にすべく育成に取組んでおります。

この目的を実現するには、当社グループが社会・ステークホルダーから評価されることが第一であ

り、そのために、従業員の活力を高め、技術力・現場力の強化を図り、利益ある持続的成長を目指す

とともに、企業行動のあらゆる局面において企業倫理、コンプライアンスを徹底してまいります。

（２）中長期的な会社の経営戦略

わが国経済は、雇用情勢に厳しさは残るものの輸出の増加や経済対策の効果による企業収益、個人

消費の改善によって、緩やかな景気持ち直しの傾向が続くものと予測されます。一方、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、電力需要の低迷などから恒常的な原価低減が要請され

る中で、設備投資及び修繕費の抑制は継続されるものと見られます。また、一般市場においても市場

競争の激化により、経営環境は引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。

このような状況に対処するため、当社グループは、平成22年度中期経営計画で掲げた、「新市場・

新商品への挑戦」、「収益力の向上」、「社会から信頼される経営基盤の再構築」の三つの経営指針のも

とに、「低炭素社会の実現」に貢献する商品・サービスを創造し、当社グループの持続的な成長と発展

を目指し「変化し続ける」ことに挑戦してまいります。

また、株主重視の観点からも、これら指針に基づく施策の効率的な実践により企業価値の向上を目

指してまいります。

（３）会社の対処すべき課題

前記経営戦略を踏まえ、具体的には以下の課題に取組んでまいります。

「新市場・新商品への挑戦」では、電力の安定供給と効率運用に寄与するスマートグリッド関連商

品（次期配電自動化機器、新型電子式メータ等）の開発・生産にグループの総力を挙げて取組むとと

もに、環境ソリューション事業においては、インテリジェントネットワークコントローラ（ｉＮＣ）

を活用した省エネルギーソリューションのビジネスモデルを確立し、経営の柱として育成してまいり

ます。

「収益力の向上」では、お客さまの要望に応え、選ばれ続ける企業を目指して、グループ会社間、

部門間を横断したコストダウンの深耕や、品質の維持・向上とダメージコントロールなどの取組みに

グループ一丸となって努めてまいります。
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「社会から信頼される経営基盤の再構築」では、従来から着実に展開している内部統制、企業倫理・

コンプライアンス、環境・安全などへの対応を引き続きグループ全体で強化し、お客さま、地域社会

を始めとするステークホルダーから信頼される企業を目指すとともに、人材育成のより一層の充実に

向けた取組みを実施してまいります。
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４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,335 8,730

受取手形及び売掛金 5,952 7,283

商品及び製品 732 2,115

仕掛品 1,461 2,413

原材料及び貯蔵品 2,215 2,194

繰延税金資産 475 571

その他 61 130

流動資産合計 16,234 23,439

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 15,246 15,314

減価償却累計額 △7,322 △7,739

建物及び構築物（純額） 7,924 7,574

機械装置及び運搬具 6,985 7,050

減価償却累計額 △5,945 △5,900

機械装置及び運搬具（純額） 1,039 1,149

工具、器具及び備品 3,880 4,002

減価償却累計額 △3,298 △3,365

工具、器具及び備品（純額） 581 637

土地 773 776

リース資産 4 7

減価償却累計額 △0 △1

リース資産（純額） 3 6

建設仮勘定 37 50

有形固定資産合計 10,360 10,194

無形固定資産

のれん － 1,297

ソフトウエア 356 479

その他 42 49

無形固定資産合計 398 1,826

投資その他の資産

投資有価証券 1,495 1,597

繰延税金資産 1,395 2,317

その他 700 740

貸倒引当金 △2 △10

投資その他の資産合計 3,589 4,645

固定資産合計 14,348 16,666

資産合計 30,583 40,106
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,321 5,268

短期借入金 1,860 2,170

リース債務 0 2

未払金 369 378

未払費用 746 1,072

未払法人税等 370 452

賞与引当金 702 801

その他 160 210

流動負債合計 8,533 10,355

固定負債

長期借入金 － 1,690

リース債務 3 4

長期預り金 891 869

修繕引当金 430 545

退職給付引当金 4,142 4,200

役員退職慰労引当金 124 46

固定負債合計 5,591 7,356

負債合計 14,124 17,711

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 14,066 15,248

自己株式 △60 △80

株主資本合計 15,984 17,147

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 362 403

為替換算調整勘定 6 14

評価・換算差額等合計 369 417

少数株主持分 104 4,828

純資産合計 16,458 22,394

負債純資産合計 30,583 40,106
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（２）連結損益計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 31,314 34,709

売上原価 26,185 28,581

売上総利益 5,128 6,128

販売費及び一般管理費 4,261 5,092

営業利益 867 1,036

営業外収益

受取利息 9 2

受取配当金 31 26

受取保険金 10 10

雑収入 29 25

営業外収益合計 81 64

営業外費用

支払利息 26 31

たな卸資産廃棄損 7 90

為替差損 14 15

雑支出 14 15

営業外費用合計 62 154

経常利益 886 946

特別利益

固定資産売却益 0 52

持分変動利益 － 805

特別利益合計 0 857

特別損失

固定資産除却損 37 45

投資有価証券評価損 0 －

会員権評価損 4 －

特別損失合計 42 45

税金等調整前当期純利益 843 1,758

法人税、住民税及び事業税 414 494

法人税等調整額 △73 △104

法人税等合計 341 390

少数株主利益 8 27

当期純利益 492 1,340
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（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,452 1,452

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,452 1,452

資本剰余金

前期末残高 527 527

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 527 527

利益剰余金

前期末残高 13,761 14,066

当期変動額

剰余金の配当 △187 △158

当期純利益 492 1,340

当期変動額合計 305 1,182

当期末残高 14,066 15,248

自己株式

前期末残高 △57 △60

当期変動額

自己株式の取得 △3 △19

当期変動額合計 △3 △19

当期末残高 △60 △80

株主資本合計

前期末残高 15,683 15,984

当期変動額

剰余金の配当 △187 △158

当期純利益 492 1,340

自己株式の取得 △3 △19

当期変動額合計 301 1,162

当期末残高 15,984 17,147
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 616 362

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △253 41

当期変動額合計 △253 41

当期末残高 362 403

為替換算調整勘定

前期末残高 28 6

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21 7

当期変動額合計 △21 7

当期末残高 6 14

評価・換算差額等合計

前期末残高 644 369

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △275 48

当期変動額合計 △275 48

当期末残高 369 417

少数株主持分

前期末残高 103 104

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 4,724

当期変動額合計 1 4,724

当期末残高 104 4,828

純資産合計

前期末残高 16,431 16,458

当期変動額

剰余金の配当 △187 △158

当期純利益 492 1,340

自己株式の取得 △3 △19

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △273 4,773

当期変動額合計 27 5,935

当期末残高 16,458 22,394
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 843 1,758

減価償却費 1,204 1,254

のれん償却額 － 92

固定資産除却損 37 45

固定資産売却損益（△は益） △0 △52

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

会員権評価損 2 －

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） 118 114

退職給付引当金の増減額（△は減少） △97 58

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 △41 △28

支払利息 26 31

持分変動損益（△は益） － △805

売上債権の増減額（△は増加） △806 409

たな卸資産の増減額（△は増加） △184 78

仕入債務の増減額（△は減少） 322 943

未払金の増減額（△は減少） △26 11

未払消費税等の増減額（△は減少） 120 6

未払費用の増減額（△は減少） 10 325

前受金の増減額（△は減少） △10 76

賞与引当金の増減額（△は減少） △47 98

その他 43 △80

小計 1,518 4,269

利息及び配当金の受取額 40 28

利息の支払額 △25 △30

法人税等の支払額 △368 △427

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,164 3,840

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 710 10

有形及び無形固定資産の取得による支出 △452 △792

有形及び無形固定資産の売却による収入 0 53

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

長期預り金の返還による支出 － △21

長期預り金の受入による収入 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 218 △2,263
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 2,000

配当金の支払額 △187 △159

その他 △3 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △190 1,821

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,176 3,404

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期末残高 5,245 8,650
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(5)継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

２．持分法の適用に関する事項

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

４．会計処理基準に関する事項

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの………連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの………原価法（移動平均法）

②たな卸資産

（（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

商品………………原価法（先入先出法）

製品・仕掛品……原価法（受注生産によるものは個別法、その他は総平均法）

半成工事…………原価法（個別法）

原材料・貯蔵品…原価法（移動平均法）

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び在外連結子会社につ

いては、定額法を採用しております。

②無形固定資産
定額法によっております。
ただし、当社及び国内連結子会社のソフトウェア（自社利用分）については、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

連結子会社は、東光工運㈱、東光器材㈱、東光東芝メーターシステムズ㈱及び蘇州東光優技電
気有限公司の４社であります。

東光東芝メーターシステムズ㈱は当連結会計年度に新たに設立したことにより連結子会社に含
めることとし、同社の子会社であるティー・エム・ティー㈱については、総資産、売上高、当期
純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結財務諸表に及ぼ
す影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、連結の範囲から除外しておりま
す。

持分法の適用はありません。
持分法を適用していない非連結子会社（ティー・エム・ティー㈱）及び関連会社（TACTICO

LTD.）については、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ
て、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の
適用範囲から除外しております。

連結子会社のうち、蘇州東光優技電気有限公司の事業年度末日は12月31日であります。
連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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③リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日

以前の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によっておりま
す。

（３）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③修繕引当金
賃貸ビルにおける将来の定期的な修繕に要する支出に備えるため、合理的に見積った修繕額の

うち、当連結会計年度に負担すべき金額を計上しております。

④退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。
過去勤務債務については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による按分額をそれぞれ発生の連結会計年度より費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。

⑤役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しており

ます。
なお、当社は平成19年5月18日開催の取締役会において、平成19年6月28日をもって役員退職慰

労金制度を廃止することを決議いたしました。当連結会計年度末における役員退職慰労引当金残
高は、制度適用期間中から在任している役員に対する制度廃止日時点までの期間に対応した支給
予定額であります。

（４）重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度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

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

その他の工事

工事完成基準

（会計方針の変更）

（５）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

（会計方針の変更）
当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準

第19号 平成20年７月31日）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。

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）を当連結会計年
度より適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度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．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

合理的に見積った投資効果の発現する期間において均等償却しております。

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わな
い取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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(7)注記事項

(連結貸借対照表関係)

投資有価証券のうち、非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

前連結会計年度 当連結会計年度

(21.3.31) (22.3.31)

投資有価証券（株式） 0百万円 32百万円

(連結損益計算書関係)

１．計量機器・工事部門で行う電力量計器失効替工事に使用する材料(電力量計等)は、発注

者より有償支給を受けております。これにより、「売上高」及び「売上原価」には有償支

給を受けた次の金額が含まれております。

前連結会計年度 当連結会計年度

(20.4～21.3) (21.4～22.3)

7,977百万円 8,091百万円

２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(20.4～21.3) (21.4～22.3)

給 料 手 当 1,411 1,467

賞 与 引 当 金 繰 入 額 207 283

運 送 費 ・ 荷 造 費 456 470

減 価 償 却 費 236 235

の れ ん 償 却 費 － 92

退 職 給 付 費 用 176 212

３．販売費及び一般管理費並びに当期製造費用に含まれる研究開発費は次のとおりでありま

す。

前連結会計年度 当連結会計年度

(20.4～21.3) (21.4～22.3)

600百万円 966百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度 (20.4～21.3)

１．発行済株式に関する事項
株式の種類 前連結会計年度末 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式（株） 29,040,000 － － 29,040,000

２．自己株式に関する事項
株式の種類 前連結会計年度末 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式（株） 135,769 15,542 － 151,311
（変動事由の概要）

増加数は単元未満株式の買取によるものであります。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

４．配当に関する事項
（１）配当金支払額

①平成20年6月27日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額 101百万円
（ロ）１株当たり配当額 3円50銭
（ハ）基準日 平成20年3月31日
（ニ）効力発生日 平成20年6月30日

②平成20年10月24日の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額 86百万円
（ロ）１株当たり配当額 3円
（ハ）基準日 平成20年9月30日
（ニ）効力発生日 平成20年12月1日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年
度となるもの

平成21年6月26日の定時株主総会に次のとおり付議する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額 86百万円
（ロ）配当の原資 利益剰余金
（ハ）１株当たり配当額 3円
（ニ）基準日 平成21年3月31日
（ホ）効力発生日 平成21年6月29日
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当連結会計年度 (21.4～22.3)

１．発行済株式に関する事項
株式の種類 前連結会計年度末 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式（株） 29,040,000 － － 29,040,000

２．自己株式に関する事項
株式の種類 前連結会計年度末 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式（株） 151,311 39,706 － 191,017
（変動事由の概要）

増加数は単元未満株式の買取によるものであります。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

４．配当に関する事項
（１）配当金支払額

①平成21年6月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額 86百万円
（ロ）１株当たり配当額 3円
（ハ）基準日 平成21年3月31日
（ニ）効力発生日 平成21年6月29日

②平成21年10月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額 72百万円
（ロ）１株当たり配当額 2円50銭
（ハ）基準日 平成21年9月30日
（ニ）効力発生日 平成21年12月1日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年
度となるもの

平成22年6月29日の定時株主総会に次のとおり付議する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額 72百万円
（ロ）配当の原資 利益剰余金
（ハ）１株当たり配当額 2円50銭
（ニ）基準日 平成22年3月31日
（ホ）効力発生日 平成22年6月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度 当連結会計年度
(20.4～21.3) (21.4～22.3)

現 金 及 び 預 金 勘 定 5,335百万円 8,730百万円

預入期間が3ヶ月を
超 え る 定 期 預 金

△90百万円 △80百万円

現金及び現金同等物 5,245百万円 8,650百万円
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(セグメント情報)

（１）事業の種類別セグメント情報 （単位：百万円）

前連結会計年度 (20.4～21.3)
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

Ⅰ 売上高及び営業損益
売 上 高
(1)外部顧客に対する売上高 27,325 3,989 31,314 － 31,314
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 182 14 197 (197) －

計 27,508 4,003 31,511 (197) 31,314
営 業 費 用 27,143 3,499 30,642 (194) 30,447
営 業 利 益 365 504 869 (2) 867

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出
資 産 14,979 7,075 22,055 8,527 30,583
減 価 償 却 費 807 365 1,173 31 1,204
資 本 的 支 出 438 12 450 19 470

（単位：百万円）

当連結会計年度 (21.4～22.3)
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

Ⅰ 売上高及び営業損益
売 上 高
(1)外部顧客に対する売上高 31,539 3,170 34,709 － 34,709
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 20 88 108 (108) －

計 31,559 3,258 34,818 (108) 34,709
営 業 費 用 31,063 2,715 33,779 (105) 33,673
営 業 利 益 496 542 1,038 (2) 1,036

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出
資 産 25,652 6,347 31,999 8,106 40,106
減 価 償 却 費 986 326 1,313 33 1,346
資 本 的 支 出 2,081 14 2,095 8 2,103

（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、エネルギー計測・制御機器、セキュリティ監視制御装置

伝送システム機器、計器製造、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、照明器具、蛍光ランプ、不動産賃貸事業

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

（２）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。

（３）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。
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（関連当事者情報）

前連結会計年度 (20.4～21.3)

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 （単位：百万円）

（ 種 類 ） 所 在 地 資 本 金 事業の内容 議決権等の 関連当事者との関係

会 社 等 の 名 称 又は職業 被所有割合

（その他の関係会社）

東京電力株式会社 676,434 電気事業

取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期末残高

22,247 売 掛 金 3,360

－ 前 受 金 10

8,390 買 掛 金 524

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

（注）１．製商品の販売及び原材料の仕入れについて、価格その他の取引条件は、一般的取引条件と同様に決定して

おります。

２．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

当連結会計年度 (21.4～22.3)

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 （単位：百万円）

（ 種 類 ） 所 在 地 資 本 金 事業の内容 議決権等の 関連当事者との関係

会 社 等 の 名 称 又は職業 被所有割合

（その他の関係会社）

東京電力株式会社 676,434 電気事業

取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期末残高

22,585 売 掛 金 3,099

－ 前 受 金 86

8,144 買 掛 金 515

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

（注）１．製商品の販売及び原材料の仕入れについて、価格その他の取引条件は、一般的取引条件と同様に決定して

おります。

２．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

原材料の仕入

東 京 都
千 代 田 区

当社製商品の販売先及び原
材料の仕入先
役員の兼任等 転籍等５人

兼 任１人

直接 46.1％

直接 46.0％

当社製商品の販売先及び原
材料の仕入先
役員の兼任等 転籍等５人

兼 任１人

東 京 都
千 代 田 区

開閉器・変成器等製商品の販売

原材料の仕入

開閉器・変成器等製商品の販売
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（開示項目の省略）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度

(20.4～21.3) (21.4～22.3)

１株当たり純資産額 566円11銭 608円89銭

１株当たり当期純利益 17円06銭 46円43銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
潜在株式がないため記載しておりません。

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 16,458百万円 22,394百万円

普通株式に係る純資産額 16,354百万円 17,565百万円

差額の主な内訳

少数株主持分 104百万円 4,828百万円

普通株式の発行済株式数 29,040千株 29,040千株

普通株式の自己株式数 151千株 191千株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 28,888千株 28,848千株

２ １株当たり当期純利益

連結損益計算書上の当期純利益 492百万円 1,340百万円

普通株式に係る当期純利益 492百万円 1,340百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません － －

普通株式の期中平均株式数 28,896千株 28,883千株

リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・
オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項につきましては、決算短信におけ
る開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,839 3,524

受取手形 464 251

売掛金 5,296 4,503

商品及び製品 735 833

仕掛品 1,469 1,331

原材料及び貯蔵品 2,090 1,689

前払費用 5 4

未収入金 78 116

繰延税金資産 414 452

その他 176 95

流動資産合計 14,572 12,802

固定資産

有形固定資産

建物 13,389 13,471

減価償却累計額 △5,975 △6,368

建物（純額） 7,414 7,103

構築物 1,486 1,492

減価償却累計額 △1,150 △1,189

構築物（純額） 335 303

機械及び装置 6,537 6,119

減価償却累計額 △5,631 △5,423

機械及び装置（純額） 905 696

車両運搬具 228 194

減価償却累計額 △179 △158

車両運搬具（純額） 48 35

工具、器具及び備品 3,794 3,676

減価償却累計額 △3,254 △3,215

工具、器具及び備品（純額） 540 461

土地 695 698

リース資産 2 3

減価償却累計額 △0 △0

リース資産（純額） 1 2

建設仮勘定 37 26

有形固定資産合計 9,979 9,326

無形固定資産

借地権 16 16

ソフトウエア 355 248

電話加入権 6 6

施設利用権 3 3

その他 12 8

無形固定資産合計 394 282
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 799 861

関係会社株式 625 4,713

関係会社出資金 456 456

長期預け金 434 434

会員権 259 259

従業員に対する長期貸付金 － 2

破産更生債権等 － 8

長期前払費用 0 －

繰延税金資産 1,361 1,379

その他 0 0

貸倒引当金 △2 △10

投資その他の資産合計 3,934 8,104

固定資産合計 14,308 17,714

資産合計 28,881 30,517

負債の部

流動負債

支払手形 2,100 1,650

買掛金 2,194 1,855

短期借入金 1,860 2,170

リース債務 0 0

未払金 349 302

未払費用 774 810

未払法人税等 362 347

前受金 49 129

預り金 34 32

設備関係支払手形 67 29

賞与引当金 585 586

その他 － 32

流動負債合計 8,378 7,946

固定負債

長期借入金 － 1,690

リース債務 1 1

長期預り金 891 869

修繕引当金 430 545

退職給付引当金 4,066 4,099

役員退職慰労引当金 111 40

固定負債合計 5,500 7,246

負債合計 13,878 15,193
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22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

資本準備金 527 527

資本剰余金合計 527 527

利益剰余金

利益準備金 363 363

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 443 422

別途積立金 10,954 11,254

繰越利益剰余金 962 982

利益剰余金合計 12,722 13,021

自己株式 △60 △80

株主資本合計 14,641 14,920

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 361 403

評価・換算差額等合計 361 403

純資産合計 15,002 15,323

負債純資産合計 28,881 30,517
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（２）損益計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 31,183 30,629

売上原価

商品及び製品期首たな卸高 692 735

当期商品仕入高 435 379

当期製品製造原価 26,065 25,406

合計 27,193 26,520

他勘定振替高 29 29

商品及び製品期末たな卸高 735 833

売上原価合計 26,428 25,657

売上総利益 4,754 4,972

販売費及び一般管理費

販売費 1,675 1,614

一般管理費 2,374 2,578

販売費及び一般管理費合計 4,050 4,192

営業利益 703 779

営業外収益

受取利息 6 2

受取配当金 92 45

受取保険金 7 9

雑収入 34 45

営業外収益合計 141 102

営業外費用

支払利息 25 31

たな卸資産廃棄損 7 74

為替差損 － 15

雑支出 11 14

営業外費用合計 44 136

経常利益 800 745

特別利益

固定資産売却益 － 50

特別利益合計 － 50

特別損失

固定資産除却損 26 32

投資有価証券評価損 0 －

会員権評価損 4 －

特別損失合計 31 32

税引前当期純利益 769 764

法人税、住民税及び事業税 400 389

法人税等調整額 △86 △83

法人税等合計 314 306

当期純利益 455 457
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（３）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,452 1,452

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,452 1,452

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 527 527

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 527 527

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 363 363

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 363 363

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

前期末残高 467 443

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △23 △21

当期変動額合計 △23 △21

当期末残高 443 422

別途積立金

前期末残高 10,654 10,954

当期変動額

別途積立金の積立 300 300

当期変動額合計 300 300

当期末残高 10,954 11,254

繰越利益剰余金

前期末残高 970 962

当期変動額

剰余金の配当 △187 △158

固定資産圧縮積立金の取崩 23 21

別途積立金の積立 △300 △300

当期純利益 455 457

当期変動額合計 △8 20

当期末残高 962 982
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 12,455 12,722

当期変動額

剰余金の配当 △187 △158

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益 455 457

当期変動額合計 267 298

当期末残高 12,722 13,021

自己株式

前期末残高 △57 △60

当期変動額

自己株式の取得 △3 △19

当期変動額合計 △3 △19

当期末残高 △60 △80

株主資本合計

前期末残高 14,377 14,641

当期変動額

剰余金の配当 △187 △158

当期純利益 455 457

自己株式の取得 △3 △19

当期変動額合計 263 279

当期末残高 14,641 14,920

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 615 361

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △254 41

当期変動額合計 △254 41

当期末残高 361 403

純資産合計

前期末残高 14,993 15,002

当期変動額

剰余金の配当 △187 △158

当期純利益 455 457

自己株式の取得 △3 △19

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △254 41

当期変動額合計 9 320

当期末残高 15,002 15,323
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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。

６．その他
役員の異動

役員の異動につきましては、開示内容が定まった時点で開示いたします。
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