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1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 19,940 △3.0 524 △21.8 562 △17.5 265 △2.8

23年3月期第2四半期 20,551 41.1 671 115.1 681 172.0 273 142.6

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 172百万円 （20.7％） 23年3月期第2四半期 143百万円 （―％）

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2四半期 9.20 ―

23年3月期第2四半期 9.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 40,149 22,702 44.6
23年3月期 42,012 22,631 42.4

（参考） 自己資本 24年3月期第2四半期 17,904百万円 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 ― 2.50

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 42,600 △2.9 700 △58.4 720 △57.3 390 △49.4 13.52



(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．3「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2Q 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2Q 199,786 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2Q 28,840,948 株 23年3月期2Q 28,846,439 株
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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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による生産設備の毀
損、原材料や電力の供給の制約等から生産活動が低下し、それに伴う輸出の減少とあいまって企
業収益が落ち込むなど厳しい状況にありました。しかし、サプライチェーンが復旧するにつれて
生産活動が回復し、加えて、個人消費が上向いてきたこともあり、緩やかではありますが景気持
ち直しの動きが見られました。
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、震災に起因する福島第一原子力発電

所での事故の収束及び損害賠償等への対応のために徹底した経営の効率化・合理化が進められて
おり、設備投資及び修繕につきましては事業遂行に必要不可欠なもの以外は実施しないなど非常
に厳しい状況となっております。
一方、一般市場向けソリューション分野におきましては、震災後の節電等を契機に、エネルギ

ーマネジメントシステム等の電気の効率的活用に寄与する商品に対して市場のニーズが急速に高
まっております。
こうした状況の中で当社グループは、部材の海外調達の拡大や生産管理システムの改善等によ

り、徹底的なコストダウンを実施し、震災の影響による業績の悪化を最小限に抑えるよう努めま
した。
また、環境ソリューション事業における品質・生産性の向上、営業力の強化等のために「シス

テム事業本部」と「設備事業本部」の両事業本部を統合して「環境ソリューション事業本部」を
新たに設置し、この体制の下で、需要が高まっているエネルギーマネジメントシステム等の重点
的な営業展開を図りました。
更には、震災の影響を踏まえ平成23年度中期経営計画を見直して、生産効率の革新的向上や新

事業・新市場の創出によって事業構造の抜本的な改革を図る「東光電気ブライトプラン2011」を
策定し、「全員参加でスピードアップ」をキーワードに新たな取り組みをスタートさせました。
当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、一般市場向けの内線工事等の売上が増加し

たものの、電力業界における設備投資及び修繕費の徹底的な削減に伴う配電用機器の売上の減少
や計器修理、計器失効替工事の減少等により、売上高は19,940百万円（前年同四半期比3.0％
減）、経常利益は562百万円（前年同四半期比17.5％減）、四半期純利益は265百万円（前年同四
半期比2.8％減）の減収減益となりました。

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、デマンド監視装置などが増加したものの、配電用機器などの減少に

より、事業全体の売上高は3,826百万円（前年同四半期比15.4％減）、セグメント損失は216百
万円となりました。
[計器関連事業]
計器関連事業では、計器修理、計器失効替工事などの減少により、事業全体の売上高は

14,445百万円（前年同四半期比2.5％減）、セグメント利益は620百万円（前年同四半期比
21.5％減）となりました。
[不動産・工事事業]
不動産・工事事業では、内線工事などの増加により、事業全体の売上高は1,668百万円（前

年同四半期比36.9％増）、セグメント利益は121百万円（前年同四半期比46.7％減）となりま
した。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第２四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、40,149百万円（前連結会計年度末比
1,862百万円減）となりました。
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、仕入債務や未払金の減少、法人税等の支払などに

より、17,446百万円（前連結会計年度末比1,934百万円減）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、22,702百万円（前連結会計年度末比71百万円増）となりまし
た。
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当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、9,065百万円となり、前連結会計

年度末に比較して2,422百万円減少（前連結会計年度末比21.1％減）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、819百万円の支出超過（前年同四半期比2,855百万

円の収入減）となりました。減価償却費、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減

少などがありましたものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、法人税等の支払などがそ

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、1,349百万円の支出超過（前年同四半期比2百万円の支出減）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、256百

万円の支出超過（前年同四半期比25百万円の支出増）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23年10月19日に公表しました直近の業績予想から変更はあ
りません。

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。
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,577 9,155

受取手形及び売掛金 6,562 6,066

有価証券 1,000 2,000

商品及び製品 1,728 1,944

仕掛品 2,592 2,967

原材料及び貯蔵品 2,401 2,782

その他 832 578

流動資産合計 26,694 25,493

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 15,435 15,442

減価償却累計額 △8,139 △8,334

建物及び構築物（純額） 7,296 7,108

その他 12,022 11,887

減価償却累計額 △9,708 △9,694

その他（純額） 2,314 2,192

有形固定資産合計 9,610 9,300

無形固定資産

のれん 1,019 880

その他 460 408

無形固定資産合計 1,479 1,289

投資その他の資産

投資その他の資産 4,243 4,079

貸倒引当金 △15 △13

投資その他の資産合計 4,227 4,066

固定資産合計 15,318 14,655

資産合計 42,012 40,149

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,367 5,730

短期借入金 2,170 2,170

未払法人税等 611 134

賞与引当金 879 745

その他 2,069 1,491

流動負債合計 12,098 10,271

固定負債

長期借入金 1,380 1,225

修繕引当金 648 705

退職給付引当金 4,271 4,263

役員退職慰労引当金 41 41

環境対策引当金 60 60

その他 881 879

固定負債合計 7,283 7,174

負債合計 19,381 17,446
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９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 16,039

自己株式 △84 △84

株主資本合計 17,770 17,934

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 68 △13

為替換算調整勘定 △20 △15

その他の包括利益累計額合計 48 △29

少数株主持分 4,812 4,798

純資産合計 22,631 22,702

負債純資産合計 42,012 40,149
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 20,551 19,940

売上原価 16,790 16,307

売上総利益 3,760 3,632

販売費及び一般管理費 3,089 3,107

営業利益 671 524

営業外収益

受取利息 1 3

受取配当金 18 10

受取保険金 5 5

雑収入 11 40

営業外収益合計 36 60

営業外費用

支払利息 21 18

たな卸資産廃棄損 1 2

雑支出 2 2

営業外費用合計 26 22

経常利益 681 562

特別利益

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失

固定資産除却損 12 11

投資有価証券評価損 1 －

環境対策引当金繰入額 60 －

特別損失合計 74 11

税金等調整前四半期純利益 607 551

法人税、住民税及び事業税 219 114

法人税等調整額 88 187

法人税等合計 307 301

少数株主損益調整前四半期純利益 299 249

少数株主利益又は少数株主損失（△） 26 △15

四半期純利益 273 265
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 299 249

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △137 △82

為替換算調整勘定 △19 5

その他の包括利益合計 △156 △76

四半期包括利益 143 172

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 121 187

少数株主に係る四半期包括利益 21 △14
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９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 607 551

減価償却費 725 591

のれん償却額 139 139

固定資産売却損益（△は益） △0 －

固定資産除却損 12 11

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 △2

修繕引当金の増減額（△は減少） 56 56

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3 △8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △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 △19 △14

支払利息 21 18

売上債権の増減額（△は増加） 1,209 498

たな卸資産の増減額（△は増加） △306 △970

仕入債務の増減額（△は減少） △40 △638

未払金の増減額（△は減少） 25 △11

未払消費税等の増減額（△は減少） △68 △160

未払費用の増減額（△は減少） △47 △237

前受金の増減額（△は減少） 38 △57

預り金の増減額（△は減少） △7 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △17 △134

その他 77 156

小計 2,467 △214

利息及び配当金の受取額 19 14

利息の支払額 △21 △19

法人税等の支払額 △429 △599

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,036 △819

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 △352 △349

有形及び無形固定資産の売却による収入 0 －

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 △1,352 △1,349

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 △155

配当金の支払額 △71 △100

その他 △3 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △230 △256

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 441 △2,422

現金及び現金同等物の期首残高 8,650 11,487

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,091 9,065
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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) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９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 4,521 14,810 1,218 20,551 － 20,551

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

1,782 65 6 1,855 △1,855 －

計 6,304 14,875 1,225 22,406 △1,855 20,551

セグメント利益又は損失（△） △333 789 227 683 △12 671

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額△12百万円は、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２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年９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 3,826 14,445 1,668 19,940 － 19,940

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

1,775 44 9 1,829 △1,829 －

計 5,602 14,490 1,678 21,770 △1,829 19,940

セグメント利益又は損失（△） △216 620 121 525 △0 524

(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。 

 

(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。 
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