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1. 平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 43,868 26.4 1,683 62.4 1,685 78.1 770 △42.5

22年3月期 34,709 10.8 1,036 19.5 946 6.8 1,340 172.0

（注）包括利益 23年3月期 384百万円 （△72.9％） 22年3月期 1,419百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 26.72 ― 4.4 4.1 3.8
22年3月期 46.43 ― 7.9 2.7 3.0

（参考） 持分法投資損益 23年3月期 ―百万円 22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

23年3月期 42,012 22,631 42.4 617.82
22年3月期 40,106 22,394 43.8 608.89

（参考） 自己資本 23年3月期 17,818百万円 22年3月期 17,565百万円

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

23年3月期 5,044 △1,720 △458 11,487
22年3月期 3,840 △2,263 1,821 8,650

2. 配当の状況

（注）平成24年３月期の第２四半期末及び期末の配当につきましては未定です。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。
なお、平成23年３月期の期末配当につきましては本日発表しました「平成23年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 144 10.8 0.9
23年3月期 ― 2.50 ― 3.50 6.00 173 22.5 1.0

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
平成24年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では合理的な算定が困難であるため未定です。業績予想の開示が可能となった時点で速やか

に開示いたします。
なお、詳細は2ページ「1.経営成績(１)経営成績に関する分析」をご覧下さい。



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（注）詳細は16ページ「3.連結財務諸表(7)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」をご覧下さい。

(3) 発行済株式数（普通株式）

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） 23年3月期 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 198,576 株 22年3月期 191,017 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 28,843,681 株 22年3月期 28,883,759 株

（参考）個別業績の概要

1. 平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 31,357 2.4 1,421 82.3 1,465 96.5 772 68.8
22年3月期 30,629 △1.8 779 10.8 745 △6.9 457 0.5

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

23年3月期 26.78 ―

22年3月期 15.84 ―

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 31,754 15,612 49.2 541.34
22年3月期 30,517 15,323 50.2 531.16

（参考） 自己資本 23年3月期 15,612百万円 22年3月期 15,323百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手

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、2ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧下さい。
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１．経営成績

(1) 経営成績に関する分析

当連結会計年度におけるわが国の経済は、各種経済対策の効果等により企業収益に持ち直しの

動きが見られたものの、昨年秋以降の経済対策効果の低下や輸出増加ペースの鈍化等の影響によ

り景気回復は足踏み状態となりました。

当社グループ最大の顧客である電力業界におきましては、最大電力が依然として低調にとどま

ったことや、徹底したコストダウン等により、設備投資及び修繕費は継続的に抑制されておりま

す。また、一般市場向けソリューション分野におきましては、省エネ志向が高まる一方、新規参

入企業の増加や価格競争の激化等により、引き続き厳しい状況が続きました。

こうした情勢の中で当社グループは、より多くのお客様から選択されることを目標にして、平

成22年度中期経営計画に掲げた経営指針「新市場・新商品への挑戦」を中核に事業を展開してま

いりました。

具体的には、「電力機器事業」におけ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）や「環境ソリューション事業」におけるエネルギーマネジメントシステム等の

社会・環境に貢献する新技術へ積極的にチャレンジいたしました。

こうした新しい取り組みに加えて、コストダウンを徹底的に追及することで収益力の向上を図

り、グループ全体のより強靭な体質づくりに努めてまいりました。

なお、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響でありますが、当社グループに人的な被害

はなく、設備の被害も軽微でありました。また、当連結会計年度の業績につきましても大きな影

響はございませんでした。

このような結果、当連結会計年度におきましては、前連結会計年度に設立した東光東芝メータ

ーシステムズ株式会社が通年で連結対象となったことや、監視制御機器、内線工事等の売上の増

加、コストダウンの徹底等により、売上高は43,868百万円（前連結会計年度比26.4％増）、経常

利益は1,685百万円（前連結会計年度比78.1％増）の増収経常増益となりました。なお、当期純

利益は770百万円（前連結会計年度比42.5％減）と減益となりましたが、これは前連結会計年度

に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差額（805百万円）を計上したこと

によるものであります。

セグメントの業績は次のとおりであります。

①電力機器関連事業

柱上変圧器の修理等が減少したものの、ＢＡコントローラ機器や保安監視装置等の増加に

より、売上高は10,772百万円（前連結会計年度比3.2％増）、セグメント損失は157百万円と

なりました。

②計器関連事業

東光東芝メーターシステムズ株式会社が通年で連結対象となったことや計器失効替工事、

計器修理等の増加により、売上高は30,327百万円（前連結会計年度比39.7％増）、セグメン

ト利益は1,379百万円（前連結会計年度比21.0％増）となりました。

③不動産・工事事業

内線工事等の増加により、売上高は2,768百万円（前連結会計年度比7.9％増）、セグメン

ト利益は447百万円（前連結会計年度比3.9％減）となりました。

わが国の経済は、輸出や個人消費の改善等により景気の持ち直しが予測されておりましたが、

東日本大震災の影響により、先行きが不透明な状況となっております。特に、当社グループ最大

の顧客である電力業界が受けた影響は大きく、設備投資及び修繕費はこれまで以上に抑制され、

かなりの期間に亘って継続するものと思われます。

また、一般市場においても震災に伴う需要の低迷等により、当社グループをとりまく経営環境

は厳しさを増すものと予想されます。

当社グループでは、このような状況への対応として、まず徹底的に生産性の向上を追求してま

いります。そのために、部門間を横断したコストダウンをより一層深耕することに加え、ＩＣＴ

（情報通信技術）の更なる活用によるプロセス改善や合理化・標準化等の施策を展開することに

より、高効率生産を実現してまいります。

次に、今後は震災からの復興に向けて、電力の安定的な需給に寄与する商品・サービスの需要

が一層高まることが想定されます。当社グループでは、従来から電力の効率運用を実現する商品
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として、新型電子式メータの開発・製造や配電自動化機器及び環境ソリューション関連機器（エ

ネルギーマネジメントシステム等）の生産・販売を行っておりますが、さらに新たな商品・サー

ビスの創出に総力をあげて取り組み、これらを電力市場のみならず広く一般市場へ展開すること

で、社会やお客さまのニーズにお応えしてまいります。これは、当社グループが志向する「低炭

素社会の実現」へもつながるものであります。

また、こうした施策に取り組むにあたっては、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・安全等を強化し、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、従業員・職場の働きがいの向上に努めてまいります。

当社グループといたしましては、以上のような諸施策に全員が当事者意識を持って取り組むこ

とによって、収益性を確保しグループの持続的な成長を図るとともに、電力インフラの維持に寄

与することで社会的な責務を果たしてまいる所存であります。

次期（平成24年３月期）の見通しにつきましては、現時点では東日本大震災の影響を見極めて

いる段階であり、開示可能となった時点で速やかに開示いたします。

(2) 財政状態に関する分析

当連結会計年度末の総資産は、現金及び預金の増加や有価証券の取得などにより、42,012百万

円（前連結会計年度末比1,906百万円増）となりました。

当期末の負債合計は、仕入債務や未払費用の増加などにより、19,381百万円（前連結会計年度

末比1,669百万円増）となりました。また、純資産合計は当期純利益の計上などにより、22,631

百万円（前連結会計年度末比236百万円増）となりました。

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、11,487百万円となり、前連結会計年度末に

比較して2,837百万円増加（前連結会計年度末比32.8％増）となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,044百万円の収入超過（前連結会計年度比1,203

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。

②投資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・フローは、有価証券の取得や生産設備更新のための設備投資

などにより、1,720百万円の支出超過（前連結会計年度比542百万円の支出減）となりまし

た。

③財務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・フローは、借入金の返済や配当金の支払などにより、458百

万円の支出超過（前連結会計年度比2,279百万円の支出増）となりました。
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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 平成23年３月期

自己資本比率（％） 52.8 54.3 53.5 43.8 42.4

時価ベースの自己資本比率（％） 44.8 21.1 19.8 45.1 32.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 127.5 157.6 159.7 100.5 70.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 73.5 47.3 45.5 126.7 126.7

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

（注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。

（注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。

（注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。

（注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全ての負

債を対象としております。

東光電気株式会社（6921）　平成２３年３月期決算短信

4



２．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」ことを経営理念として、「電力機器事業」及び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」を経営の柱として事業活動に取り組んでおります。

この理念を実現するには、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、従来から取り組んでいる内部統制、企業倫理・コンプライアンス、環境・安全対策等を

強化するとともに、従業員・職場の働きがいを高め組織力の向上を図ってまいります。

(2) 中長期的な会社の経営戦略

わが国の経済は、東日本大震災の影響により先行きが不透明な状況となっております。特に、

当社グループ最大の顧客である電力業界が受けた影響は大きく、設備投資及び修繕費はこれまで

以上に抑制され、かなりの期間に亘って継続するものと思われます。

当社グループでは、こうした厳しい経営環境の中においても、「低炭素化社会の実現」に貢献

する新市場への参入・新商品を積極的に展開するなどして、収益性の確保と持続的な成長を目指

します。

具体的には、「電力ネットワークをさらにスマートにする」ため、当社グループが培ってきた

計測・伝送・制御技術とＩＣＴ（情報通信技術）を融合した新たな機器・システムの開発やスマ

ートグリッドを展開するにあたり、スマートメータとインテリジェントコントローラをシステム

とした新たなソリューションなどで協業会社と連携を図るなどを実行してまいります。

(3) 会社の対処すべき課題

当社グループは、東日本大震災の影響による厳しい経営環境に直面しておりますが、このよう

な状況への対応として、まず全員が当事者意識を持って、徹底的に生産性の向上を追求してまい

ります。

そのために、部門間を横断したコストダウンの取り組みを一層深耕することに加え、ＩＣＴの

更なる活用によるプロセス改善や合理化・標準化等の施策を展開することにより、より効率的な

生産性向上を実現してまいります。
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３．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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,730 11,577

受取手形及び売掛金 7,283 6,562

有価証券 － 1,000

商品及び製品 2,115 1,728

仕掛品 2,413 2,592

原材料及び貯蔵品 2,194 2,401

繰延税金資産 571 647

その他 130 184

流動資産合計 23,439 26,694

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,314 15,435

減価償却累計額 △7,739 △8,139

建物及び構築物（純額） 7,574 7,296

機械装置及び運搬具 7,050 7,014

減価償却累計額 △5,900 △6,155

機械装置及び運搬具（純額） 1,149 858

工具、器具及び備品 4,002 4,148

減価償却累計額 △3,365 △3,548

工具、器具及び備品（純額） 637 599

土地 776 776

リース資産 7 19

減価償却累計額 △1 △4

リース資産（純額） 6 15

建設仮勘定 50 64

有形固定資産合計 10,194 9,610

無形固定資産   

のれん 1,297 1,019

ソフトウエア 479 388

その他 49 72

無形固定資産合計 1,826 1,479

投資その他の資産   

投資有価証券 1,597 1,023

繰延税金資産 2,317 2,472

その他 740 747

貸倒引当金 △10 △15

投資その他の資産合計 4,645 4,227

固定資産合計 16,666 15,318

資産合計 40,106 42,012
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,268 6,367

短期借入金 2,170 2,170

リース債務 2 4

未払金 378 566

未払費用 1,072 1,285

未払法人税等 452 611

賞与引当金 801 879

その他 210 213

流動負債合計 10,355 12,098

固定負債   

長期借入金 1,690 1,380

リース債務 4 11

長期預り金 869 869

修繕引当金 545 648

退職給付引当金 4,200 4,271

役員退職慰労引当金 46 41

環境対策引当金 － 60

固定負債合計 7,356 7,283

負債合計 17,711 19,381

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 15,248 15,875

自己株式 △80 △84

株主資本合計 17,147 17,770

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 403 68

為替換算調整勘定 14 △20

その他の包括利益累計額合計 417 48

少数株主持分 4,828 4,812

純資産合計 22,394 22,631

負債純資産合計 40,106 42,012
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 34,709 43,868

売上原価 28,581 35,686

売上総利益 6,128 8,181

販売費及び一般管理費 5,092 6,498

営業利益 1,036 1,683

営業外収益   

受取利息 2 3

受取配当金 26 28

受取保険金 10 7

雑収入 25 37

営業外収益合計 64 76

営業外費用   

支払利息 31 41

たな卸資産廃棄損 90 4

為替差損 15 0

雑支出 15 28

営業外費用合計 154 74

経常利益 946 1,685

特別利益   

固定資産売却益 52 1

持分変動利益 805 －

特別利益合計 857 1

特別損失   

固定資産除却損 45 31

投資有価証券評価損 － 12

環境対策引当金繰入額 － 60

災害による損失 － 49

特別損失合計 45 155

税金等調整前当期純利益 1,758 1,532

法人税、住民税及び事業税 494 771

法人税等調整額 △104 △5

法人税等合計 390 766

少数株主損益調整前当期純利益 － 766

少数株主利益又は少数株主損失（△） 27 △4

当期純利益 1,340 770
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 766

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △334

為替換算調整勘定 － △46

その他の包括利益合計 － △381

包括利益 － 384

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 401

少数株主に係る包括利益 － △16
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 14,066 15,248

当期変動額   

剰余金の配当 △158 △144

当期純利益 1,340 770

当期変動額合計 1,182 626

当期末残高 15,248 15,875

自己株式   

前期末残高 △60 △80

当期変動額   

自己株式の取得 △19 △4

当期変動額合計 △19 △4

当期末残高 △80 △84

株主資本合計   

前期末残高 15,984 17,147

当期変動額   

剰余金の配当 △158 △144

当期純利益 1,340 770

自己株式の取得 △19 △4

当期変動額合計 1,162 622

当期末残高 17,147 17,770
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 362 403

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41 △334

当期変動額合計 41 △334

当期末残高 403 68

為替換算調整勘定   

前期末残高 6 14

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 △34

当期変動額合計 7 △34

当期末残高 14 △20

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 369 417

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48 △369

当期変動額合計 48 △369

当期末残高 417 48

少数株主持分   

前期末残高 104 4,828

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,724 △16

当期変動額合計 4,724 △16

当期末残高 4,828 4,812

純資産合計   

前期末残高 16,458 22,394

当期変動額   

剰余金の配当 △158 △144

当期純利益 1,340 770

自己株式の取得 △19 △4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,773 △385

当期変動額合計 5,935 236

当期末残高 22,394 22,631
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 1,758 1,532

減価償却費 1,254 1,461

のれん償却額 92 278

固定資産除却損 45 31

固定資産売却損益（△は益） △52 △1

投資有価証券評価損益（△は益） － 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 5

修繕引当金の増減額（△は減少） 114 102

退職給付引当金の増減額（△は減少） 58 70

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △77 △4

その他の引当金の増減額（△は減少） － 60

受取利息及び受取配当金 △28 △32

支払利息 31 41

持分変動損益（△は益） △805 －

売上債権の増減額（△は増加） 409 706

たな卸資産の増減額（△は増加） 78 △9

仕入債務の増減額（△は減少） 943 1,114

未払金の増減額（△は減少） 11 8

未払消費税等の増減額（△は減少） 6 43

未払費用の増減額（△は減少） 325 213

前受金の増減額（△は減少） 76 21

賞与引当金の増減額（△は減少） 98 78

その他 △80 △70

小計 4,269 5,666

利息及び配当金の受取額 28 32

利息の支払額 △30 △39

法人税等の支払額 △427 △614

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,840 5,044

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 △10 △1,000

定期預金の払戻による収入 10 1,000

有価証券の取得による支出 － △1,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △792 △723

有形及び無形固定資産の売却による収入 53 2

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 1

長期預り金の返還による支出 △21 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,263 △1,720
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 －

長期借入金の返済による支出 － △310

配当金の支払額 △159 △144

その他 △19 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,821 △458

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,404 2,837

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期末残高 8,650 11,487
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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

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㈱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。

2.持分法の適用に関する事項

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。

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

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。

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、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。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年
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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。

⑥環境対策引当金
ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理に係る支出に備えるため、今後発生すると見

込まれる金額を計上しております。

（追加情報）
当連結会計年度より、保管中のＰＣＢ廃棄物の処理に係る費用の見積りが可能となったこと

に伴い、当該処理費用の見積額を環境対策引当金として計上しております。
この結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は60百万円減少しております。

(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

(5)のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、合理的に見積った投資効果の発現する期間（５年）において均等

償却しております。

(6)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
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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。

(7)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。

(7)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

資産除去債務に関する会計基準の適用
当連結会計年度より、「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。

(8)連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

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。

投資有価証券（株式） 32百万円

同 左

投資有価証券（株式） 32百万円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

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」にはそれぞれ次の金額が含まれ
ております。

8,091百万円

１．同 左

8,620百万円
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。
給料手当 1,467百万円
賞与引当金繰入額 283百万円
運送費・荷造費 470百万円
減価償却費 235百万円
のれん償却費 92百万円
退職給付費用 212百万円

２．同 左

給料手当 1,591百万円
賞与引当金繰入額 297百万円
運送費・荷造費 538百万円
減価償却費 279百万円
のれん償却費 278百万円
退職給付費用 166百万円

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966百万円であります。

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1,739百万円であります。

（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）

当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 1,389百万円

少数株主に係る包括利益 29百万円

計 1,419百万円
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当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金 41百万円

為替換算調整勘定 10百万円

計 51百万円

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株式
数（千株）

当連結会計年度増加株
式数（千株）

当連結会計年度減少株
式数（千株）

当連結会計年度末株式
数（千株）

発行済株式

普通株式 29,040 － － 29,040

合計 29,040 － － 29,040

自己株式

普通株式 151 39 － 191

合計 151 39 － 191

(自己株式の変動事由の概要)

増加数は単元未満株式の買取によるものであります。

２．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。

３.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円.銭)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 86 3.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年10月29日
取締役会

普通株式 72 2.50 平成21年９月30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

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額
(円.銭)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 72 利益剰余金 2.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株式
数（千株）

当連結会計年度増加株
式数（千株）

当連結会計年度減少株
式数（千株）

当連結会計年度末株式
数（千株）

発行済株式

普通株式 29,040 － － 29,040

合計 29,040 － － 29,040

自己株式

普通株式 191 7 － 198

合計 191 7 － 198

(自己株式の変動事由の概要)

増加数は単元未満株式の買取によるものであります。

２.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。

３.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円.銭)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 72 2.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日

平成22年10月28日
取締役会

普通株式 72 2.50 平成22年９月30日 平成22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

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり

配当額(円.銭)
基準日 効力発生日

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 100 利益剰余金 3.50 平成23年３月31日 平成23年６月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※ 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

（平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 8,730百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金

△80百万円

現金及び現金同等物 8,650百万円

※ 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

（平成23年３月31日現在）

現金及び預金勘定 11,577百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金

△90百万円

現金及び現金同等物 11,487百万円
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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

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。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

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】

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

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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【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の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

３ 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

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント

電力機器関連
事業

計器関連事業
不動産・工事

事業
計

調整額
(注)１

合計
(注)２

売上高

外部顧客への売上高 10,440 21,704 2,565 34,709 － 34,709

セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,047 52 14 4,115 △4,115 －

計 14,488 21,756 2,580 38,824 △4,115 34,709

セグメント利益又は損失
（△）

△570 1,140 465 1,035 0 1,036

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額0百万円は、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、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント

電力機器関連
事業

計器関連事業
不動産・工事

事業
計

調整額
(注)１

合計
(注)２

売上高

外部顧客への売上高 10,772 30,327 2,768 43,868 － 43,868

セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,026 127 15 4,170 △4,170 －

計 14,799 30,455 2,784 48,039 △4,170 43,868

セグメント利益又は損失
（△）

△157 1,379 447 1,669 13 1,683

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額13百万円は、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、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（関連当事者情報）

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

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

種類
会社等

の名称
所在地

資本金

(百万円)
事業の内容

議決権等の

被所有割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

売掛金 3,099開閉器・変
成器等製商
品の販売

22,585
前受金 86その他の

関係会社
東京電力㈱

東 京 都
千 代 田
区

676,434 電気事業 直接46.1

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

原材料の仕
入

8,144 買掛金 515

取引条件及び取引条件の決定方針等

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（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）

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

種類
会社等

の名称
所在地

資本金

(百万円)
事業の内容

議決権等の

被所有割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

売掛金 2,474開閉器・変
成器等製商
品の販売

21,736
前受金 90その他の

関係会社
東京電力㈱

東 京 都
千 代 田
区

900,975 電気事業 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

原材料の仕
入

8,742 買掛金 525

取引条件及び取引条件の決定方針等

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。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 608円89銭

１株当たり当期純利益金額 46円43銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式がないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 617円82銭

１株当たり当期純利益金額 26円72銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式がないため記載しておりません。

(注) 算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

項 目
前連結会計年度末

(平成22年３月31日)
当連結会計年度末

(平成23年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 22,394 22,631

普通株式に係る純資産額（百万円） 17,565 17,818

差額の主な内訳（百万円）

少数株主持分 4,828 4,812

普通株式の発行済株式数（千株） 29,040 29,040

普通株式の自己株式数（千株） 191 198

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千
株）

28,848 28,841

２ １株当たり当期純利益金額

項 目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 1,340 770

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,340 770

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（百万円）

該当事項はありません。 － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,883 28,843

（重要な後発事象）

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

該当事項はありません。

（開示項目の省略）

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、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項、個別財務諸表につき

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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４．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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