
１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無

３．平成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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有

平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成22年７月29日

上場会社名 東光電気株式会社 上場取引所 東

コード番号 6921 ＵＲＬ http://www.tokodenki.co.jp/

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）布野 俊一

問合せ先責任者 （役職名）経理部長 （氏名）市橋 明彦 （ＴＥＬ） 03-3214-6647

四半期報告書提出予定日 平成22年８月12日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

（百万円未満切捨て）

（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 ％

23年３月期第１四半期 9,596 35.1 288 18.6 300 14.0 141 △1.4

22年３月期第１四半期 7,103 6.1 243 43.8 263 27.1 144 26.6

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

23年３月期第１四半期 4 92 －

22年３月期第１四半期 4 99 －

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

23年３月期第１四半期 39,507 22,415 44.5 609 75

22年３月期 40,106 22,394 43.8 608 89

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 17,588百万円 22年３月期 17,565百万円

年間配当金

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

22年３月期 － 2 50 － 2 50 5 00

23年３月期 －

23年３月期（予想） 2 50 － 2 50 5 00

（％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計） 20,000 37.3 450 44.2 450 79.7 200 77.7 6 93

通期 42,300 21.9 780 △24.7 750 △20.7 430 △67.9 14 91



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．3「その他の情報」をご覧ください。）

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無

新規 －社 （社名） 除外 －社 （社名）

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有

（注）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の有無となります。

（３）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：有

② ①以外の変更 ：無

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。

（４）発行済株式数（普通株式）

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する説明

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。

※ 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、Ｐ．2「連結業績予想に関する定性的情

報」をご覧ください。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 29,040,000株 22年３月期 29,040,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 195,336株 22年３月期 191,017株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 28,847,725株 22年３月期１Ｑ 28,887,654株



（参考）個別業績予想
平成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）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（累計） 14,200 △ 1.8 470 91.9 500 150.0 250 162.1 8.67

通 期 30,500 △ 0.4 1,000 28.3 1,040 39.5 550 20.2 19.07

（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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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間（平成22年4月1日～平成22年６月30日）につきましては、平成21年12月１日付で設立

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などにより、売上高9,596百万円（前年同期比

35.1％増）と増収になりました。利益につきましても、営業利益は288百万円（前年同期比18.6％増）、経常利益は

300百万円（前年同期比14.0％増）と増益になりました。

なお、四半期純利益は141百万円（前年同期比1.4％減）とほぼ前期並みの水準となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

［電力機器関連事業］

電力機器関連事業では、保安監視装置などの売上の増加により、事業全体の売上高は2,165百万円、セグメント損

失は138百万円となりました。

［計器関連事業］

計器関連事業では、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7,010百万円、セグメント利益は347百万円となりました。

［不動産・工事事業］

不動産・工事事業では、内線工事などの売上の増加により、事業全体の売上高は421百万円、セグメント利益は72

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１四半期連結会計期間末の総資産は、たな卸資産の増加や現金及び預金などの増加がありましたものの、売

上債権などの減少により、39,507百万円（前期末比598百万円減）となりました。

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、法人税等や賞与の支払などにより、17,091百万円（前期末比620百万

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などにより、22,415百万円（前期末比21百万円増）と

なりました。

当第１四半期連結会計期間（平成22年4月1日～平成22年６月30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、賞与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、税金

等調整前四半期純利益などがそれらを上回り、1,011百万円の収入超過（前年同期比446百万円の収入増）となりまし

た。

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入や生産設備更新のための設備投資などにより、1,191百万

円の支出超過（前年同期比1,029百万円の支出増）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や配当金の支払などにより、216百万円の支出超過（前年同

期比149百万円の支出増）となりました。

この結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は8,255百万円となり、前期末に比較して395

百万円の減少（前期比4.6％減）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１四半期連結会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。

詳細につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３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。

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,335 8,730

受取手形及び売掛金 5,986 7,283

商品及び製品 2,104 2,115

仕掛品 2,722 2,413

原材料及び貯蔵品 2,531 2,194

その他 506 702

流動資産合計 23,185 23,439

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 15,372 15,314

減価償却累計額 △7,846 △7,739

建物及び構築物（純額） 7,526 7,574

その他 11,884 11,887

減価償却累計額 △9,386 △9,267

その他（純額） 2,498 2,619

有形固定資産合計 10,025 10,194

無形固定資産

のれん 1,227 1,297

その他 494 529

無形固定資産合計 1,722 1,826

投資その他の資産

投資その他の資産 4,584 4,655

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 4,573 4,645

固定資産合計 16,321 16,666

資産合計 39,507 40,106

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,500 5,268

短期借入金 2,170 2,170

未払法人税等 48 452

賞与引当金 483 801

その他 1,630 1,662

流動負債合計 9,832 10,355

固定負債

長期借入金 1,535 1,690

修繕引当金 574 545

退職給付引当金 4,234 4,200

役員退職慰労引当金 41 46

その他 873 873

固定負債合計 7,259 7,356

負債合計 17,091 17,711
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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 527 527

利益剰余金 15,318 15,248

自己株式 △82 △80

株主資本合計 17,215 17,147

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 356 403

為替換算調整勘定 16 14

評価・換算差額等合計 373 417

少数株主持分 4,827 4,828

純資産合計 22,415 22,394

負債純資産合計 39,507 40,106
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（２）四半期連結損益計算書
（第１四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 7,103 9,596

売上原価 5,812 7,853

売上総利益 1,290 1,743

販売費及び一般管理費 1,047 1,454

営業利益 243 288

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 17 18

雑収入 8 5

営業外収益合計 27 24

営業外費用

支払利息 5 10

雑支出 1 1

営業外費用合計 7 12

経常利益 263 300

特別損失

固定資産除却損 15 2

投資有価証券評価損 － 1

特別損失合計 15 4

税金等調整前四半期純利益 247 296

法人税、住民税及び事業税 11 35

法人税等調整額 82 121

法人税等合計 94 156

少数株主損益調整前四半期純利益 － 140

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9 △1

四半期純利益 144 141
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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 247 296

減価償却費 267 354

のれん償却額 － 69

固定資産除却損 15 2

投資有価証券評価損益（△は益） － 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △0

修繕引当金の増減額（△は減少） 29 29

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32 33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △77 △4

受取利息及び受取配当金 △18 △18

支払利息 5 10

売上債権の増減額（△は増加） 1,273 1,297

たな卸資産の増減額（△は増加） △571 △633

仕入債務の増減額（△は減少） △147 231

未払金の増減額（△は減少） 62 2

未払消費税等の増減額（△は減少） △99 △79

未払費用の増減額（△は減少） △58 △151

前受金の増減額（△は減少） 186 92

預り金の増減額（△は減少） 121 128

賞与引当金の増減額（△は減少） △363 △317

その他 1 81

小計 906 1,426

利息及び配当金の受取額 18 18

利息の支払額 △5 △10

法人税等の支払額 △355 △422

営業活動によるキャッシュ・フロー 564 1,011

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 － △1,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △158 △191

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 △161 △1,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 － △155

配当金の支払額 △66 △58

その他 △0 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △66 △216

現金及び現金同等物に係る換算差額 19 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 355 △395

現金及び現金同等物の期首残高 5,245 8,650

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,601 8,255

東光電気株式会社（6921）　平成２３年３月期第１四半期決算短信

7



該当事項はありません。

［事業の種類別セグメント情報］

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）

（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。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

電気機械器具
関連事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 6,560 542 7,103 ― 7,103

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3 3 7 (7) ―

計 6,563 546 7,110 (7) 7,103

営業利益 157 87 244 (1) 243
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［セグメント情報］

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会や経営会議

において経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社は製品・サービス別に事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて事業活動を展開

しております。

したがって、当社は事業本部及び各事業本部の事業活動に関連する子会社を基礎としたセグメントから構成さ

れており、「電力機器関連事業」、「計器関連事業」、「不動産・工事事業」の３つを報告セグメントとしてお

ります。

「電力機器関連事業」は、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、伝送システム機器などを取り扱っております。「計器関連事業」は、計器製造、電力量計器

修理、計器失効替工事などを取り扱っております。「不動産・工事事業」は、不動産賃貸、電気設備工事、空調

設備工事、光源機器などを取り扱っております。

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額6百万円は、セグメント間取引消去に係るものであります。

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。

該当事項はありません。

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額

（注）２
電力機器
関連事業

計器
関連事業

不動産・
工事事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,165 7,010 421 9,596 － 9,596

セグメント間の内部売上高

又は振替高
911 35 2 949 △949 －

計 3,076 7,045 423 10,546 △949 9,596

セグメント利益又は損失（△） △138 347 72 281 6 288

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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