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

25年3月期第3四半期 46,929 ― 1,667 ― 1,723 ― 20,797 ―
24年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 20,805百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 ―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3四半期 1,281.68 ―
24年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 103,717 52,358 45.9
24年3月期 ― ― ―
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 47,653百万円 24年3月期 ―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

24年3月期 ― ― ― ― ―
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） 25.00 25.00

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、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 75,000 ― 2,100 ― 2,100 ― 20,700 ― 1,275.52



(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） ： 有

(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．3「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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表の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
１．当社は、平成24年10月1日に株式会社高岳製作所と東光電気株式会社の共同株式移転の方法による共同持株会社として設立されました。
２．設立に際し、株式会社高岳製作所を取得企業として企業結合会計を適用しているため、当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12
月31日）の連結経営成績は、取得企業である株式会社高岳製作所の当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）の連結経営成
績を基礎に、東光電気株式会社の当第３四半期連結会計期間（自 平成24年10月１日 至 平成24年12月31日）の連結経営成績を連結したものとなります。
３．当四半期連結会計期間（自 平成24年10月１日 至 平成24年12月31日）は、当社設立後最初の四半期連結会計期間ですが、「第３四半期連結会計期間」と
して記載しております。
４．当第３四半期決算短信は、当社の設立後最初に提出するものとなるため前年同期との対比は行っておりません。
５．本資料に記載されている将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要
因により異なる場合があります。

※  注記事項

新規 2社 （社名） 東光電気株式会社 東光東芝メーター
システムズ株式会社 、 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3Q 16,276,305 株 24年3月期 ― 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 50,126 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 16,226,703 株 24年3月期3Q ― 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 

当社は、平成 24 年 10 月 1 日に株式会社高岳製作所と東光電気株式会社の共同株式移転の方法に

よる共同持株会社として設立されました。設立に際し、株式会社高岳製作所を取得企業として企業

結合会計を適用しているため、当第３四半期連結累計期間（自 平成 24 年４月１日 至 平成 24

年 12 月 31 日）の連結経営成績は、取得企業である株式会社高岳製作所の当第３四半期連結累計期

間（自 平成 24 年４月１日 至 平成 24 年 12 月 31 日）の連結経営成績を基礎に、東光電気株式

会社の当第３四半期連結会計期間（自 平成 24 年 10 月１日 至 平成 24 年 12 月 31 日）の連結経

営成績を連結したものとなります。なお、当四半期連結会計期間（自 平成 24 年 10 月１日 至 平

成 24 年 12 月 31 日）は、当社設立後 初の四半期連結会計期間ですが、「第３四半期連結会計期間」

として記載しております。 

当第３四半期決算短信は、当社の設立後 初に提出するものとなるため前年同期との対比は行っ

ておりません。 

当第３四半期連結累計期間において、当社の 大の顧客である電力業界では、原子力発電所の稼

動停止の影響等により、引き続き設備投資の抑制やコスト削減など経営の徹底した合理化・効率化

が図られており、依然として厳しい状況にありました。 

このような状況のもと、当社は、電力会社や産業分野での新市場の開拓を一層推進するとともに、

国外へも積極的に展開し、より多くのお客様の高いニーズにお応えできる企業を目指しております。 

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は 46,929 百万円、営業利益は 1,667 百

万円、経常利益は 1,723 百万円となりました。また、特別利益に負ののれん発生益を 20,911 百万円

計上したことなどにより四半期純利益は 20,797 百万円となりました。 

  

   セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。 

  （電力機器事業） 

   当事業は、主に電力会社及び公共・一般産業向けの電力機器の製造販売及び据付工事を行ってお

り、当第３四半期連結累計期間の売上高は 37,864 百万円となりました。 

 （計器事業） 

   当事業は、主に各種計器の製造販売、電力量計器の修理、計器失効替工事等の請負及び施工をし

ており、当第３四半期連結累計期間の売上高は 6,892 百万円となりました。 

  （情報・エレクトロニクス装置事業） 

   当事業は、主に三次元検査装置、シンクライアントシステム等の製造、販売を行っており、当第

３四半期連結累計期間の売上高は 1,660 百万円となりました。 

  （不動産・工事事業） 

   当事業は、主に保有する賃貸ビルなどの不動産賃貸や電気設備工事、空調設備工事等の請負及び

施工をしており、当第３四半期連結累計期間の売上高は 511 百万円となりました。 

 

（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、103,717 百万円となりました。その主な内訳は、たな

卸資産 20,987 百万円、有形固定資産 36,935 百万円であります。 

負債は、51,358 百万円となりました。その主な内訳は、支払手形・買掛金 15,249 百万円、退職

給付引当金 13,434 百万円であります。 

純資産は、52,358 百万円となりました。その主な内訳は、資本金 8,000 百万円、資本剰余金 7,408

百万円、利益剰余金 32,183 百万円であります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   通期の業績予想につきましては、平成24年10月１日に発表いたしました業績予想から変更はあり

ません。 
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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 

東光電気株式会社 

東光東芝メーターシステムズ株式会社 

当社は、平成 24 年 10 月 1 日に株式会社高岳製作所と東光電気株式会社の共同株式移転の方法に

よる共同持株会社として設立されました。設立に際し、株式会社高岳製作所を取得企業として企業

結合会計を適用しており、東光電気株式会社、東光東芝メーターシステムズ株式会社のほか、新た

に３社を連結の範囲に含めております。 

 

（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３四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 23 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)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,001

受取手形及び売掛金 17,464

有価証券 1,500

商品及び製品 3,366

仕掛品 12,175

原材料及び貯蔵品 5,445

繰延税金資産 818

その他 1,029

貸倒引当金 △1

流動資産合計 58,799

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 31,851

減価償却累計額 △20,523

建物及び構築物（純額） 11,328

機械装置及び運搬具 18,401

減価償却累計額 △16,122

機械装置及び運搬具（純額） 2,279

工具、器具及び備品 10,303

減価償却累計額 △9,508

工具、器具及び備品（純額） 794

土地 22,271

リース資産 19

減価償却累計額 △11

リース資産（純額） 8

建設仮勘定 252

有形固定資産合計 36,935

無形固定資産

のれん 801

その他 1,938

無形固定資産合計 2,740

投資その他の資産

投資有価証券 1,529

繰延税金資産 2,441

その他 1,289

貸倒引当金 △19

投資その他の資産合計 5,241

固定資産合計 44,917

資産合計 103,717
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,249

短期借入金 8,522

リース債務 3

未払法人税等 590

賞与引当金 370

工事損失引当金 93

厚生年金基金脱退損失引当金 244

その他 4,980

流動負債合計 30,057

固定負債

長期借入金 2,299

リース債務 5

繰延税金負債 3,565

修繕引当金 835

退職給付引当金 13,434

役員退職慰労引当金 34

環境対策引当金 188

その他 938

固定負債合計 21,301

負債合計 51,358

純資産の部

株主資本

資本金 8,000

資本剰余金 7,408

利益剰余金 32,183

自己株式 △62

株主資本合計 47,528

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 150

繰延ヘッジ損益 △0

為替換算調整勘定 △25

その他の包括利益累計額合計 124

少数株主持分 4,705

純資産合計 52,358

負債純資産合計 103,717
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 46,929

売上原価 37,384

売上総利益 9,544

販売費及び一般管理費 7,876

営業利益 1,667

営業外収益

受取利息 3

受取配当金 20

設備賃貸料 183

その他 72

営業外収益合計 280

営業外費用

支払利息 67

開業費 111

その他 46

営業外費用合計 224

経常利益 1,723

特別利益

負ののれん発生益 20,911

特別利益合計 20,911

特別損失

固定資産廃棄損 50

固定資産売却損 69

事務所移転費用 13

厚生年金基金脱退損失引当金繰入額 244

特別損失合計 378

税金等調整前四半期純利益 22,257

法人税、住民税及び事業税 552

法人税等調整額 957

法人税等合計 1,509

少数株主損益調整前四半期純利益 20,747

少数株主損失（△） △50

四半期純利益 20,797
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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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 20,747

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 95

繰延ヘッジ損益 △2

為替換算調整勘定 △34

その他の包括利益合計 58

四半期包括利益 20,805

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 20,864

少数株主に係る四半期包括利益 △58
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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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   当社は、平成 24 年 10 月 1 日に株式会社高岳製作所と東光電気株式会社の共同株式移転の方法に

よる共同持株会社として設立されました。この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金

は 8,000 百万円、資本剰余金は 7,408 百万円、利益剰余金は 32,183 百万円、自己株式は△62 百万

円となっております。 

 

 

 

(株)東光高岳ホールディングス(6617)　平成25年３月期　第３四半期決算短信

8


	第３四半期サマリー情報
	添付資料
	②定性的情報
	財務諸表
	BS
	PL
	PL.2pdf

	③継続企業の前提に関する注記




