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1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 9,853 2.7 479 66.1 483 60.9 205 44.7
23年3月期第1四半期 9,596 35.1 288 18.6 300 14.0 141 △1.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 232百万円 （141.9％） 23年3月期第1四半期 95百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 7.12 ―

23年3月期第1四半期 4.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 40,814 22,762 43.9
23年3月期 42,012 22,631 42.4

（参考） 自己資本 24年3月期第1四半期 17,898百万円 23年3月期 17,818百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

23年3月期 ― 2.50 ― 3.50 6.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 2.50 ― 2.50 5.00

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）
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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

第2四半期(累計) 20,500 △0.2 180 △73.2 180 △73.6 90 △67.0 3.12
通期 41,100 △6.3 370 △78.0 350 △79.2 250 △67.6 8.67



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(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表示
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。

4. その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 29,040,000 株 23年3月期 29,040,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 198,676 株 23年3月期 198,576 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 28,841,399 株 23年3月期1Q 28,847,725 株



（参考）個別業績予想
平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24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 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 ％ 円 銭

第２四半期（累計） 14,400 0.2 300 △ 42.6 160 △ 40.2 5.55

通 期 30,200 △ 3.7 770 △ 47.4 430 △ 44.3 14.91

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



○目 次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ・・・・・・・・・・・・・2

(1) 連結経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・2

(2) 連結財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・2

(3) 連結業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・2

２．サマリー情報（その他）に関する事項・・・・・・・・・・・・・2

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・2

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・・2

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・・2

３．四半期連結財務諸表等 ・・・・・・・・・・・・・3

(1) 四半期連結貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・3

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期包括利益計算書・・・・・・5

(3) 継続企業の前提に関する注記 ・・・・・・・・・・・・・7

(4) セグメント情報等 ・・・・・・・・・・・・・7

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・・7

東光電気株式会社（6921）　平成２４年３月期第１四半期決算短信

1



１．当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間につきましては、本年３月11日に発生した東日本大震災により、当社グルー

プ最大の顧客である電力業界が設備投資や修繕費を抑制した影響に伴う売上高の減少がありましたもの

の、一方で震災復興需要や節電に資する資機材の需要などによる売上高の増加がありました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は9,853百万円（前年同四半期比2.7％増）と増収

になり、利益につきましても、営業利益は479百万円（前年同四半期比66.1％増）、経常利益は483百万円

（前年同四半期比60.9％増）、四半期純利益は205百万円（前年同四半期比44.7％増）と増益になりまし

た。

セグメントごと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減少により、事業全体の売上高は1,595百万円（前

年同四半期比26.3％減）、セグメント損失は174百万円となりました。

[計器関連事業]

計器関連事業では、低圧時間帯別電子式メータなどの売上の増加により、事業全体の売上高は7,594百

万円（前年同四半期比8.3％増）、セグメント利益は568百万円（前年同四半期比63.5％増）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662百万円（前年同四

半期比57.3％増）、セグメント利益は86百万円（前年同四半期比19.0％増）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、有価証券の取得やたな卸資産などの増加がありましたもの

の、現金及び預金や売上債権などの減少により、40,814百万円（前連結会計年度末比1,198百万円減）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、借入金の返済などにより、18,051

百万円（前連結会計年度末比1,329百万円減）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、22,762百万円（前連結会計年度末比131百万円増）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、電力業界の設備投資や修繕費の抑制による今後の影響を見極めていると

ころであり、直近の業績予想を据え置いております。

２．サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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３．四半期連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,577 9,740

受取手形及び売掛金 6,562 5,933

有価証券 1,000 2,000

商品及び製品 1,728 1,621

仕掛品 2,592 2,847

原材料及び貯蔵品 2,401 3,095

その他 832 615

流動資産合計 26,694 25,854

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,435 15,443

減価償却累計額 △8,139 △8,241

建物及び構築物（純額） 7,296 7,201

その他 12,022 12,075

減価償却累計額 △9,708 △9,846

その他（純額） 2,314 2,228

有形固定資産合計 9,610 9,429

無形固定資産   

のれん 1,019 949

その他 460 424

無形固定資産合計 1,479 1,374

投資その他の資産   

投資その他の資産 4,243 4,168

貸倒引当金 △15 △13

投資その他の資産合計 4,227 4,155

固定資産合計 15,318 14,959

資産合計 42,012 40,814

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,367 6,454

短期借入金 2,170 2,170

未払法人税等 611 98

賞与引当金 879 520

その他 2,069 1,639

流動負債合計 12,098 10,882

固定負債   

長期借入金 1,380 1,225

修繕引当金 648 675

退職給付引当金 4,271 4,286

役員退職慰労引当金 41 41

環境対策引当金 60 60

その他 881 880

固定負債合計 7,283 7,169

負債合計 19,381 18,051
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 15,875 15,979

自己株式 △84 △84

株主資本合計 17,770 17,874

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 68 32

為替換算調整勘定 △20 △9

その他の包括利益累計額合計 48 23

少数株主持分 4,812 4,864

純資産合計 22,631 22,762

負債純資産合計 42,012 40,814
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 9,596 9,853

売上原価 7,853 7,936

売上総利益 1,743 1,916

販売費及び一般管理費 1,454 1,436

営業利益 288 479

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 18 10

雑収入 5 4

営業外収益合計 24 16

営業外費用   

支払利息 10 9

雑支出 1 3

営業外費用合計 12 13

経常利益 300 483

特別損失   

固定資産除却損 2 0

投資有価証券評価損 1 －

特別損失合計 4 0

税金等調整前四半期純利益 296 482

法人税、住民税及び事業税 35 83

法人税等調整額 121 145

法人税等合計 156 229

少数株主損益調整前四半期純利益 140 253

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 48

四半期純利益 141 205
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 140 253

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △46 △35

為替換算調整勘定 2 14

その他の包括利益合計 △44 △21

四半期包括利益 95 232

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 97 180

少数株主に係る四半期包括利益 △1 51

東光電気株式会社（6921）　平成２４年３月期第１四半期決算短信

6



(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

【セグメント情報】

Ⅰ 前第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）

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

（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

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

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

(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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）

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

（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

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高

外部顧客への売上高 1,595 7,594 662 9,853 － 9,853

セグメント間の内部売上高
又は振替高

873 25 3 902 △902 －

計 2,469 7,620 666 10,755 △902 9,853

セグメント利益又は損失（△） △174 568 86 480 △0 479

(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、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。

(5) 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。
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