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1. 平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 30,322 △4.0 893 △29.3 926 △27.5 126 △77.7

23年3月期第3四半期 31,573 36.0 1,265 91.0 1,277 119.5 569 △48.8

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 25百万円 （△94.6％） 23年3月期第3四半期 468百万円 （―％）

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3四半期 4.39 ―

23年3月期第3四半期 19.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 38,907 22,482 45.5
23年3月期 42,012 22,631 42.4

（参考） 自己資本 24年3月期第3四半期 17,701百万円 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 ： 有

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 △57.3 190 △75.4 6.59



(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3Q 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3Q 200,452 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3Q 28,840,595 株 23年3月期3Q 28,845,540 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、対前期増減率）

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

通 期 31,100 △ 0.8 830 △ 43.4 290 △ 62.5 10.06

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有
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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３四半期連結累計期間につきましては、一般市場向けの内線工事やデマンド監視装置など
の売上高の増加がありましたものの、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
い、配電用機器、計器修理、計器失効替工事などの売上高が減少いたしました。
この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は30,322百万円（前年同四半期比4.0％減）、

経常利益は926百万円（前年同四半期比27.5％減）、四半期純利益は126百万円（前年同四半期比
77.7％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6,141百万円（前年同四半期比13.9％減）、セグメント損失は348百
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

21,481 百万円（前年同四半期比 5.5％減）、セグメント利益は 996 百万円（前年同四半期比
23.1％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2,700百万円（前

年同四半期比58.2％増）、セグメント利益は238百万円（前年同四半期比14.3％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３四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権やたな卸資産などの増加がありましたもの
の、現金及び預金や繰延税金資産などの減少により、38,907百万円（前連結会計年度末比3,104
百万円減）となりました。
当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、仕入債務、未払金、未払費用の減少や法人税等、

賞与の支払などにより、16,425百万円（前連結会計年度末比2,956百万円減）となりました。ま
た、純資産合計はその他有価証券評価差額金や利益剰余金などの減少により、22,482百万円（前
連結会計年度末比148百万円減）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、平成25年３月期以降の法人税率の引下げなどに伴う繰延税金資
産の取崩が見込まれるため、連結・個別ともに業績予想を修正しております。
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。

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。

東光電気株式会社（6921）　平成２４年３月期第３四半期決算短信

2



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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,577 9,066

受取手形及び売掛金 6,562 6,829

有価証券 1,000 1,000

商品及び製品 1,728 1,871

仕掛品 2,592 2,933

原材料及び貯蔵品 2,401 2,678

その他 832 478

流動資産合計 26,694 24,859

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 △8,434

建物及び構築物（純額） 7,296 7,008

その他 12,022 11,949

減価償却累計額 △9,708 △9,845

その他（純額） 2,314 2,104

有形固定資産合計 9,610 9,112

無形固定資産

のれん 1,019 810

その他 460 401

無形固定資産合計 1,479 1,212

投資その他の資産

投資その他の資産 4,243 3,737

貸倒引当金 △15 △13

投資その他の資産合計 4,227 3,724

固定資産合計 15,318 14,048

資産合計 42,012 38,907

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,367 5,154

短期借入金 2,170 2,170

未払法人税等 611 59

賞与引当金 879 515

その他 2,069 1,453

流動負債合計 12,098 9,352

固定負債

長期借入金 1,380 1,070

修繕引当金 648 734

退職給付引当金 4,271 4,288

役員退職慰労引当金 41 41

環境対策引当金 60 60

その他 881 878

固定負債合計 7,283 7,072

負債合計 19,381 16,425
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12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 15,875 15,828

自己株式 △84 △84

株主資本合計 17,770 17,723

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 68 5

為替換算調整勘定 △20 △27

その他の包括利益累計額合計 48 △21

少数株主持分 4,812 4,781

純資産合計 22,631 22,482

負債純資産合計 42,012 38,907

東光電気株式会社（6921）　平成２４年３月期第３四半期決算短信

4



（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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 31,573 30,322

売上原価 25,762 24,822

売上総利益 5,811 5,500

販売費及び一般管理費 4,546 4,606

営業利益 1,265 893

営業外収益

受取利息 2 4

受取配当金 28 17

受取保険金 6 6

雑収入 14 43

営業外収益合計 52 72

営業外費用

支払利息 31 27

たな卸資産廃棄損 2 8

為替差損 0 －

雑支出 4 3

営業外費用合計 40 39

経常利益 1,277 926

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 13 11

投資有価証券評価損 1 68

会員権評価損 － 3

環境対策引当金繰入額 60 －

特別損失合計 75 83

税金等調整前四半期純利益 1,201 842

法人税、住民税及び事業税 312 152

法人税等調整額 274 591

法人税等合計 586 744

少数株主損益調整前四半期純利益 615 98

少数株主利益又は少数株主損失（△） 46 △28

四半期純利益 569 126
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 615 98

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △108 △62

為替換算調整勘定 △39 △10

その他の包括利益合計 △147 △73

四半期包括利益 468 25

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 431 56

少数株主に係る四半期包括利益 36 △31
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(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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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 7,134 22,732 1,706 31,573 － 31,573

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,946 98 11 3,056 △3,056 －

計 10,080 22,831 1,717 34,629 △3,056 31,573

セグメント利益又は損失（△） △291 1,297 277 1,283 △18 1,265

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額△18百万円は、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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 6,141 21,481 2,700 30,322 － 30,322

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,684 67 13 2,765 △2,765 －

計 8,825 21,548 2,713 33,087 △2,765 30,322

セグメント利益又は損失（△） △348 996 238 886 7 893

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額7百万円は、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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