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1. 平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 10,715 8.8 606 26.3 608 26.0 257 25.4
24年3月期第1四半期 9,853 2.7 479 66.1 483 60.9 205 44.7

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 308百万円 （32.7％） 24年3月期第1四半期 232百万円 （141.9％）

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

25年3月期第1四半期 8.93 ―

24年3月期第1四半期 7.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 40,573 22,881 44.5
24年3月期 39,844 22,674 45.0

（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 18,059百万円 24年3月期 17,914百万円

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

当社は平成24年10月１日に株式会社高岳製作所との共同持株会社「株式会社東光高岳ホールディングス」設立による経営統合を予定しております。共同持
株会社の平成25年３月期の期末配当予想につきましては、あらためて発表する予定であります。

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

24年3月期 ― 2.50 ― 3.50 6.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 3.00 ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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
当社は平成24年10月１日に株式会社高岳製作所との共同持株会社「株式会社東光高岳ホールディングス」設立による経営統合を予定しております。上記の

業績予想は現在の会社組織を前提とした想定となっております。共同持株会社の平成25年３月期の業績予想につきましては、あらためて発表する予定でありま
す。なお、第２四半期（累計）の業績予想は公表しておりません。

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 42,300 △0.7 700 △46.4 700 △47.3 430 50.9 14.91



(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

第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、P.2「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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。

※ 注記事項

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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 29,040,000 株 24年3月期 29,040,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 203,570 株 24年3月期 202,337 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 28,836,922 株 24年3月期1Q 28,841,399 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１四半期連結累計期間につきましては、デマンド監視装置、ガスＶＴなどの売上の減少がありまし

たものの、一般市場向けの内線工事、センサ内蔵自動開閉器、デュアル子局などの売上の増加がありまし

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10,715百万円（前年同四半期比8.8％増）と増

収になり、利益につきましても、営業利益は606百万円（前年同四半期比26.3％増）、経常利益は608百万

円（前年同四半期比26.0％増）、四半期純利益は257百万円（前年同四半期比25.4％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、センサ内蔵自動開閉器、デュアル子局などの売上の増加により、事業全体の

売上高は2,184百万円（前年同四半期比36.9％増）、セグメント利益は55百万円となりました。

[計器関連事業]

計器関連事業では、事業全体の売上高は7,580百万円（前年同四半期比0.2％減）とほぼ前期並みの水

準となりましたが、セグメント利益は376百万円（前年同四半期比33.8％減）となりました。

[不動産・工事事業]

不動産・工事事業では、内線工事などの売上の増加により、事業全体の売上高は951百万円（前年同四

半期比43.5％増）、セグメント利益は171百万円（前年同四半期比97.5％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、繰延税金資産などの減少がありましたものの、現金及び預

金、たな卸資産などの増加により、40,573百万円（前連結会計年度末比729百万円増）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がありましたものの、仕入債務

などの増加により、17,691百万円（前連結会計年度末比522百万円増）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、22,881百万円（前連結会計年度末比206百万円増）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、直近の業績予想を据え置いております。なお、当社は平成24年10月１日

に株式会社高岳製作所との共同持株会社「株式会社東光高岳ホールディングス」設立による経営統合を予

定しておりますが、業績の見通しは現在の会社組織を前提とした想定となっております。共同持株会社の

平成25年３月期の業績予想につきましては、あらためて発表する予定であります。

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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。

この変更による損益に与える影響額は軽微であります。
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,261 9,879

受取手形及び売掛金 7,309 7,455

有価証券 2,510 2,510

商品及び製品 1,786 1,663

仕掛品 2,223 2,504

原材料及び貯蔵品 1,957 2,172

その他 636 444

流動資産合計 25,685 26,631

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,294 15,310

減価償却累計額 △8,353 △8,447

建物及び構築物（純額） 6,941 6,862

その他 12,197 12,345

減価償却累計額 △9,874 △10,005

その他（純額） 2,323 2,339

有形固定資産合計 9,264 9,202

無形固定資産   

のれん 741 671

その他 372 356

無形固定資産合計 1,114 1,028

投資その他の資産   

投資その他の資産 3,796 3,727

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 3,780 3,711

固定資産合計 14,158 13,942

資産合計 39,844 40,573

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,850 5,883

短期借入金 2,170 2,170

未払法人税等 375 83

賞与引当金 818 511

その他 1,824 1,989

流動負債合計 10,037 10,637

固定負債   

長期借入金 1,070 915

修繕引当金 751 780

退職給付引当金 4,330 4,386

役員退職慰労引当金 41 34

環境対策引当金 60 60

その他 877 876

固定負債合計 7,131 7,054

負債合計 17,169 17,691
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24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 15,987 16,143

自己株式 △85 △85

株主資本合計 17,880 18,036

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 53 20

為替換算調整勘定 △19 2

その他の包括利益累計額合計 33 22

少数株主持分 4,760 4,822

純資産合計 22,674 22,881

負債純資産合計 39,844 40,573
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 9,853 10,715

売上原価 7,936 8,602

売上総利益 1,916 2,113

販売費及び一般管理費 1,436 1,507

営業利益 479 606

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 10 7

雑収入 4 3

営業外収益合計 16 13

営業外費用   

支払利息 9 8

為替差損 0 2

雑支出 3 0

営業外費用合計 13 11

経常利益 483 608

特別損失   

固定資産除却損 0 0

年金資産消失損 － 42

特別損失合計 0 42

税金等調整前四半期純利益 482 565

法人税、住民税及び事業税 83 69

法人税等調整額 145 185

法人税等合計 229 254

少数株主損益調整前四半期純利益 253 311

少数株主利益 48 54

四半期純利益 205 257
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 253 311

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35 △32

為替換算調整勘定 14 29

その他の包括利益合計 △21 △3

四半期包括利益 232 308

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 180 246

少数株主に係る四半期包括利益 51 61
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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

Ⅰ 前第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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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 2,184 7,580 951 10,715 － 10,715

セグメント間の内部売上高
又は振替高

992 40 5 1,038 △1,038 －

計 3,176 7,620 956 11,753 △1,038 10,715

セグメント利益 55 376 171 603 2 606

(注) １ セグメント利益の調整額2百万円は、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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