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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 21,742 27.8 198 ― 270 ― 58 ―
24年3月期第2四半期 17,017 △23.3 △224 ― △129 ― △21 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 36百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △58百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 0.56 ―
24年3月期第2四半期 △0.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 48,784 19,645 40.3
24年3月期 47,709 20,086 42.1
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 19,645百万円 24年3月期 20,086百万円

2.  配当の状況
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 ― 0.00 ― 4.50 4.50
25年3月期 ― 2.50



(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

（注）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、添付資料P．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）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、四半期財務諸表に対す
る四半期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
・株式会社高岳製作所は、東光電気株式会社と、平成24年10月１日をもって株式移転により共同持株会社である株式会社東光高岳ホールディングスを設
立しております。
・株式会社東光高岳ホールディングスの連結業績予想および配当予想につきましては、平成24年10月１日公表の「平成25年３月期の業績予想および配当
予想について」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2Q 106,135,050 株 24年3月期 106,135,050 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 78,220 株 24年3月期 77,351 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 106,057,550 株 24年3月期2Q 106,058,587 株



【添付資料】 
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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の売上高は、前年同四半期比 4,724 百万円増加し、21,742 百万円（前年

同四半期比 27.8％増加）となりました。 

営業利益は、上記のとおり売上高増加により前年同四半期比 423 百万円増加し、198 百万円となり

ました。 

経常利益は、上記営業利益の増加により前年同四半期比 400 百万円増加し、270 百万円となりまし

た。 

四半期純利益は、上記経常利益の増加はあるものの、特別利益の減少により前年同四半期比 80 百万

円増加の 58 百万円となりました。 

セグメント別の売上高につきましては、電力機器事業は 20,764 百万円（前年同四半期比 29.3％増

加）、情報エレクトロニクス事業は 977 百万円（前年同四半期比 2.3％増加）となりました。 

なお、第 1四半期連結会計期間より、「その他」の区分に含めていた水素水生成器等の製造販売等を

電力機器事業に含めており、前年同四半期比較につきましては、前年同四半期の数値を変更後のセグ

メント区分に組み替えた数値で比較しています。 

 

（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の総資産は、前連結会計年度末に比べ 1,075 百万円増加し、48,784 百万

円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少 3,183 百万円、現金及び預金の増加 925 百万

円、たな卸資産の増加 3,074 百万円によるものです。 

負債は、1,515 百万円増加し、29,138 百万円となりました。これは主に有利子負債の増加 1,234 百

万円、未払費用の増加 601 百万円によるものです。 

純資産は、440 百万円減少し、19,645 百万円となりました。これは主に剰余金の配当によるもので

す。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

株式会社高岳製作所は、東光電気株式会社と、平成 24 年 10 月 1 日をもって株式移転により共同持

株会社である株式会社東光高岳ホールディングスを設立しております。 

株式会社東光高岳ホールディングスの連結業績予想および配当予想につきましては、平成 24 年 10

月 1 日公表の「平成 25年 3 月期の業績予想および配当予想について」をご覧ください。 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）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。 

なお、第 1 四半期連結会計期間において、ユークエスト株式会社の株式を新たに取得し、同社を子

会社としたことから連結の範囲に含めておりますが、特定子会社には該当しません。 

 

（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 
  （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 
これにより、従来の方法に比べて、当第 2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調 

整前四半期純利益はそれぞれ 3百万円増加しております。 
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,309 5,234

受取手形及び売掛金 13,764 10,581

製品 1,209 1,757

仕掛品 6,844 9,041

原材料及び貯蔵品 2,771 3,100

繰延税金資産 520 649

その他 707 681

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 30,125 31,044

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,079 17,024

減価償却累計額 △11,860 △11,957

建物及び構築物（純額） 5,219 5,066

機械装置及び運搬具 10,876 10,670

減価償却累計額 △9,519 △9,485

機械装置及び運搬具（純額） 1,356 1,184

土地 6,335 6,268

建設仮勘定 0 1

その他 6,247 6,126

減価償却累計額 △5,975 △5,821

その他（純額） 271 305

有形固定資産合計 13,183 12,826

無形固定資産   

ソフトウエア 124 265

のれん － 284

その他 77 46

無形固定資産合計 202 596

投資その他の資産   

投資有価証券 494 511

繰延税金資産 3,195 3,265

その他 511 543

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 4,198 4,317

固定資産合計 17,584 17,740

資産合計 47,709 48,784
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,381 9,000

短期借入金 5,095 5,575

未払金 265 262

未払費用 1,154 1,756

未払法人税等 324 377

未払消費税等 331 91

前受金 862 1,129

工事損失引当金 62 37

製品保証引当金 107 14

その他 77 86

流動負債合計 17,663 18,332

固定負債   

長期借入金 1,060 1,814

退職給付引当金 8,637 8,752

環境対策引当金 128 128

その他 132 111

固定負債合計 9,959 10,806

負債合計 27,623 29,138

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,906 5,906

資本剰余金 1,921 1,921

利益剰余金 12,214 11,796

自己株式 △13 △13

株主資本合計 20,028 19,610

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 54 31

繰延ヘッジ損益 2 3

その他の包括利益累計額合計 57 35

少数株主持分 － 0

純資産合計 20,086 19,645

負債純資産合計 47,709 48,784
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 17,017 21,742

売上原価 13,226 17,280

売上総利益 3,791 4,461

販売費及び一般管理費 4,016 4,263

営業利益又は営業損失（△） △224 198

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 13 10

設備賃貸料 112 128

その他 44 25

営業外収益合計 171 164

営業外費用   

支払利息 34 37

為替差損 2 18

その他 39 37

営業外費用合計 76 92

経常利益又は経常損失（△） △129 270

特別利益   

固定資産売却益 0 －

事業譲渡益 119 －

補助金収入 109 －

投資有価証券売却益 1 －

特別利益合計 231 －

特別損失   

固定資産廃棄損 7 37

固定資産売却損 － 20

事務所移転費用 1 13

減損損失 20 －

ゴルフ会員権評価損 13 －

災害による損失 7 －

特別損失合計 49 71

税金等調整前四半期純利益 52 198

法人税、住民税及び事業税 48 295

法人税等調整額 25 △156

法人税等合計 73 139

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△21 58

少数株主利益 － 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △21 58
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△21 58

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36 △22

繰延ヘッジ損益 － 1

その他の包括利益合計 △36 △21

四半期包括利益 △58 36

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △58 36

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

    
   当第 2四半期連結累計期間（自 平成 24 年 4月 1日  至 平成 24 年 9 月 30 日） 

    該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

   当第 2四半期連結累計期間（自 平成 24 年 4月 1日  至 平成 24 年 9 月 30 日） 

    該当事項はありません。 
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