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

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 76,065 ― 2,249 ― 2,337 ― 19,737 ―
24年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年3月期 19,649百万円 （―％） 24年3月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 1,216.38 ― 59.0 3.0 3.0
24年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 25年3月期 ―百万円 24年3月期 ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 105,716 51,201 44.2 2,882.96
24年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本 25年3月期 46,778百万円 24年3月期 ―百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 5,609 △4,507 △33 16,128
24年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況
年間配当金 配当金総額

（合計）
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
25年3月期 ― ― ― 25.00 25.00 405 2.1 1.6
26年3月期(予想) ― 25.00 ― 25.00 50.00 63.9

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

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 90,000 18.3 1,740 △22.7 1,900 △18.7 1,270 △93.6 78.27



※  注記事項
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）当連結会計年度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17ページ ４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項 （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。

(3) 発行済株式数（普通株式）

（注）１株当たりの当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、添付資料21ページ ４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項
（１株当たり情報）をご覧ください。

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 16,276,305 株 24年3月期 ― 株
② 期末自己株式数 25年3月期 50,544 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 16,226,338 株 24年3月期 ― 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続
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
（将来に関する記述等についてのご注意）

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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及
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、添付資料2ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。
（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、当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３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連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）の連結経営成績を基礎に、東光電気株
式会社の第３四半期及び第４四半期連結会計期間（自 平成24年10月１日 至 平成25年3月31日）の連結経営成績を連結したものとなります。
３．当決算短信は、当社の設立後最初に提出するものとなるため、決算数値の前年度との対比は行っておりません。
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１． 経営成績・財政状態に関する分析 

（１） 経営成績に関する分析 

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、当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平

成25年３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連結会計年

度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）の連結経営成績を基礎に、東光電気株

式会社の第３四半期及び第４四半期連結会計期間（自 平成24年 10月１日 至 平成25年 3

月31日）の連結経営成績を連結したものとなります。 

なお、当連結会計年度は、当社の設立後 初のものとなるため、決算数値の前年度との対

比は行っておりません。 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要による回復の動き

が見られる中、世界経済の減速の影響で底割れが懸念される状況となりました。しかしなが

ら、年度末にかけて各種経済政策効果により、株式市場が上向くなど、緩やかな持ち直しが

見られました。 

当社グループは当連結会計年度、 大の顧客である電力業界の設備投資・修繕費抑制によ

る影響が予想されましたが、支出を 小限にとどめ電力市場向け以外の受注拡大を推進し、

利益確保に努めました。 

当連結会計年度の業績につきましては、売上高は76,065百万円、営業利益は2,249百万円、

経常利益は2,337百万円となりました。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当期純利益は19,737百万円となりました。 

 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（電力機器事業） 

当事業は、主に電力・一般民需・官公需市場向けの電力機器の製造・販売及び据付工事

を行っており、売上高は58,110百万円、セグメント利益は5,526百万円となりました。 

（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を

しており、売上高は13,796百万円、セグメント利益は482百万円となりました。 

（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、売上高は2,621百万円、セグメント損失は167百万円となりました。 

（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

請負をしており、売上高は1,537百万円、セグメント利益は410百万円となりました。 
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（次期の見通し） 

電力業界の設備投資・修繕費の見通しは依然として厳しい状況が続くものと予想されま

すが、電力・一般民需・官公需での新市場の開拓を一層推進するとともに、海外へも積極

的に展開し事業領域の拡大に努めていきます。 

次期の連結業績見通しは次のとおりです。 

売 上 高  90,000百万円 

営 業 利 益  1,740百万円 

経 常 利 益  1,900百万円 

当 期 純 利 益  1,270百万円 

 

（２） 財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当連結会計年度末の総資産は、105,716 百万円となりました。その主な内訳は、現金及び

預金19,718百万円、受取手形及び売掛金21,250百万円、たな卸資産16,553百万円、有形固

定資産36,853百万円であります。 

負債は、54,514 百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金 15,675 百万

円、退職給付引当金13,516百万円であります。 

純資産は、51,201百万円となりました。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31,122百万円であります。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、株式移転による現金及び現金同等物の

増加額10,721百万円を加え、16,128百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益21,161百万円、減価償却

費1,862百万円、たな卸資産の減少1,031百万円等の収入、負ののれん発生益20,911百万円

等の支出により、合計で5,609百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出3,510百万円等により、

4,507百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入1,100百万円の増加、配当金の支払額828

百万円により、33百万円の支出となりました。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成25年３月期 

 自己資本比率(%) 44.2 

 時価ベースの自己資本比率(%) 22.1 

 キャッシュ・フロー 

 対有利子負債比率(%) 
179.0 

 インタレスト・カバレッジ・ 

 レシオ（倍） 
58.1 

自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべ

ての負債を対象としています。 

 

（３） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、安定的な配当の実施が株主各位のご期待に応える基本と認識しており、財務体質

の強化など経営基盤の安定確保に努めながら、中間配当と期末配当の年２回の継続的かつ安

定的な配当を実施することとしております。 

また、内部留保につきましては、今後の競争力の維持・強化と積極的事業展開に備え、必

要な設備投資や研究開発等に活用することとしております。 

なお、配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会で

あります。 

当期の配当につきましては、この方針に基づき、期末配当金１株当たり25円を予定してお

ります。 

また、次期の配当につきましては、１株当たり50円（中間配当金25円、期末配当金25円）

を予定しております。 
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（４） 事業等のリスク 

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断し

たものであります。 

 

① 特定事業への依存について 

電力機器の生産販売をコア事業とする当社グループは、電力会社に製品を販売する比

率が高いため、電力会社の設備投資額の増減と内容により、業績が大きく左右されるリ

スクがあります。 

② 品質管理 

当社グループは、徹底した品質管理の下で製品の製造に努めておりますが、万一不具

合が発生した場合、不良品の回収や交換、賠償等の損失コストの他、社会的信用低下に

よる売上減少等が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 災害等 

当社グループは、予測できない地震や台風等の自然災害により、生産設備が想定を超

える被害に及んだ場合、または電力不足による大規模停電の発生等により事業運営が制

約される場合等、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 海外事業 

当社グループは、中国、台湾に製造子会社を設立し事業を展開しておりますが、予測

できない政策変更や法令改正、為替相場の変動等が、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 
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２． 企業集団の状況 

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。 

当社グループ（当社、子会社及び関連会社）及び当社の関係会社は、当社、子会社１３社、関

連会社３社及びその他の関係会社１社で構成されており、電力機器、計器、情報・エレクトロニ

クス装置、不動産・工事に関係する事業を主として行っております。 

 

（電力機器事業） 

当事業においては、主に電力・一般民需・官公需市場向けの電力機器の製造・販売及び据付工

事を行っております。 

（変圧器、開閉装置、監視制御システム及び電気自動車用急速充電器の製造、販売、据付工事等） 

（株）高岳製作所、タカオカエンジニアリング（株）、タカオカ化成工業（株）、 

高岳電設（株）、撫順高岳開閉器有限公司、テックティコ（株）、デクスコ（株） 

（開閉器、変成器等及び監視制御機器、エネルギーマネジメントシステム等の製造販売等） 

東光電気（株）、東光工運（株）、東光器材（株）、蘇州東光優技電気有限公司 

 

（計器事業） 

当事業においては、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

をしております。 

東光電気（株）、東光東芝メーターシステムズ（株）、ティー・エム・ティー（株） 

 

（情報・エレクトロニクス装置事業） 

当事業においては、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

おります。 

（株）高岳製作所、（株）ミントウェーブ、ユークエスト（株）、台湾高岳電機股份有限公司 

 

（不動産・工事事業） 

当事業においては、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

の請負をしております。 

東光電気（株） 

  

事業の概要図は次のページのとおりであります。 
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３． 経営方針 

（１） 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「お客さまと共に新たな価値を創造します」、「ものづくりを究めます」、

「限りない変革への挑戦を続けます」を経営理念とし、お客さまの信頼と、技術への情熱を

大切に、新たな可能性に挑み続ける企業づくりを目指しております。電力ネットワークをト

ータルにサポートする企業として、いま求められるエネルギーマネジメントシステムの構築

に貢献してまいります。 
 

（２） 目標とする経営指標 

当社グループは、本日（平成25年4月26日）「2013年度中期経営計画」を開示いたしま

した。この計画の中で平成27 年度（2015 年度）の売上高1,100 億円以上、営業利益率及び

経常利益率5%以上の達成を目標としております。 

 

（３） 中長期的な会社の経営戦略 

今後も中核となる既存事業を収益基盤として維持･発展させるため、また将来の中核となる

新たな事業を確立するため、グループが一丸となって、次の「３つの戦略」に基づき企業活

動に取り組んでまいります。 

① 国内の電力・一般民需・官公需市場で少なくとも今後5年間、柱となる中核事業の戦略 

・主力製品を中心に価格競争力を強化します。併せて、従来の単品販売中心の事業展開

でなく、パッケージ化によるソリューションをワンストップで提供する製造・販売・

技術一体の体制を構築し、一般民需・官公需市場での売上高の拡大を目指します。 

② 新たな収益拡大に向け、将来を見据えた今後10年間の海外事業戦略 

・主に新興国をターゲットとし、1～3年間で部材調達、生産、販売機能の観点から進出

可能性のある国の調査、選定を行い、3～10 年間で海外事業を中核事業として育成し

ます。 

③ 5～10年後の中核事業確立に向けた事業戦略と「ものづくり」、「技術開発」戦略 

・コア技術をベースに3年程度を目途に新製品を開発し、10年以内に一般民需・官公需・

海外市場における中核事業を複数確立します。 

詳しくは、本日開示の「2013年度中期経営計画」をご覧ください。 

 

（４） 会社の対処すべき課題 

今後の当社グループを取り巻く経営環境は、電力業界における設備投資・修繕費の大幅な

抑制が継続する一方で、再生可能エネルギー拡大に対応した送配電システムの高度化、効率

的なエネルギー利用を可能とするスマートグリッド、電力の見える化や電力需給の 適制御

を行うEMS（エネルギーマネジメントシステム）の普及や太陽光等の自然エネルギー活用の

拡大による新たなビジネスチャンス等への期待があります。 
このような経営環境のもと、当社グループは、「2013年度中期経営計画」に基づき、電力・

一般民需・官公需・海外向けでの市場開拓をスピード感をもって推進するとともに、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ます。 

また、平成26年4月の完全統合に向けた動きを加速し、次世代配電ネットワークなどの

分野においてシナジー効果を発揮することによって、企業価値の向上を図ってまいります。  
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４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

（単位：百万円）

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,718

受取手形及び売掛金 21,250

有価証券 1,000

商品及び製品 3,358

仕掛品 9,182

原材料及び貯蔵品 4,012

繰延税金資産 1,451

その他 1,310

貸倒引当金 △2

流動資産合計 61,280

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 31,528

減価償却累計額 △20,577

建物及び構築物（純額） 10,951

機械装置及び運搬具 19,071

減価償却累計額 △16,239

機械装置及び運搬具（純額） 2,832

工具、器具及び備品 10,263

減価償却累計額 △9,399

工具、器具及び備品（純額） 863

土地 21,939

リース資産 7

減価償却累計額 △6

リース資産（純額） 0

建設仮勘定 265

有形固定資産合計 36,853

無形固定資産

のれん 254

その他 2,058

無形固定資産合計 2,312

投資その他の資産

投資有価証券 1,826

繰延税金資産 2,171

その他 1,289

貸倒引当金 △18

投資その他の資産合計 5,269

固定資産合計 44,435

資産合計 105,716
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（単位：百万円）

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,675

短期借入金 7,949

リース債務 0

未払法人税等 1,283

賞与引当金 953

工事損失引当金 161

事業構造改革引当金 504

厚生年金基金脱退損失引当金 244

製品保証引当金 23

その他 6,443

流動負債合計 33,240

固定負債

長期借入金 2,091

リース債務 0

繰延税金負債 3,586

修繕引当金 845

退職給付引当金 13,516

役員退職慰労引当金 34

環境対策引当金 263

その他 936

固定負債合計 21,274

負債合計 54,514

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 31,122

自己株式 △63

株主資本合計 46,467

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 291

為替換算調整勘定 19

その他の包括利益累計額合計 310

少数株主持分 4,423

純資産合計 51,201

負債純資産合計 105,716
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

（単位：百万円）

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 76,065

売上原価 61,904

売上総利益 14,160

販売費及び一般管理費 11,911

営業利益 2,249

営業外収益

受取利息 7

受取配当金 20

設備賃貸料 245

その他 89

営業外収益合計 363

営業外費用

支払利息 97

開業費 111

その他 67

営業外費用合計 276

経常利益 2,337

特別利益

固定資産売却益 34

負ののれん発生益 20,911

特別利益合計 20,946

特別損失

固定資産廃棄損 214

固定資産売却損 134

減損損失 932

投資有価証券評価損 1

事務所移転費用 13

事業構造改革費用 506

厚生年金基金脱退損失引当金繰入額 244

環境対策引当金繰入額 74

特別損失合計 2,122

税金等調整前当期純利益 21,161

法人税、住民税及び事業税 1,233

法人税等調整額 537

法人税等合計 1,771

少数株主損益調整前当期純利益 19,389

少数株主損失（△） △347

当期純利益 19,737
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連結包括利益計算書

（単位：百万円）

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 19,389

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 236

繰延ヘッジ損益 △2

為替換算調整勘定 25

その他の包括利益合計 259

包括利益 19,649

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 19,990

少数株主に係る包括利益 △340
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（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 5,906

当期変動額

株式移転による増減 2,093

当期変動額合計 2,093

当期末残高 8,000

資本剰余金

当期首残高 1,921

当期変動額

自己株式処分差益 0

株式移転による増減 5,486

当期変動額合計 5,486

当期末残高 7,408

利益剰余金

当期首残高 12,214

当期変動額

剰余金の配当 △828

当期純利益 19,737

当期変動額合計 18,908

当期末残高 31,122

自己株式

当期首残高 △13

当期変動額

自己株式の取得 △4

自己株式の処分 13

株式移転による増減 △59

当期変動額合計 △50

当期末残高 △63

株主資本合計

当期首残高 20,028

当期変動額

剰余金の配当 △828

当期純利益 19,737

自己株式の取得 △4

自己株式の処分 13

自己株式処分差益 0

株式移転による増減 7,521

当期変動額合計 26,439

当期末残高 46,467
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（単位：百万円）

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 54

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 236

当期変動額合計 236

当期末残高 291

繰延ヘッジ損益

当期首残高 2

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2

当期変動額合計 △2

当期末残高 －

為替換算調整勘定

当期首残高 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19

当期変動額合計 19

当期末残高 19

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 57

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 252

当期変動額合計 252

当期末残高 310

少数株主持分

当期首残高 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,423

当期変動額合計 4,423

当期末残高 4,423

純資産合計

当期首残高 20,086

当期変動額

剰余金の配当 △828

当期純利益 19,737

自己株式の取得 △4

自己株式の処分 13

自己株式処分差益 0

株式移転による増減 7,521

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,675

当期変動額合計 31,115

当期末残高 51,201
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 21,161

減価償却費 1,862

減損損失 932

のれん償却額 183

負ののれん発生益 △20,911

固定資産廃棄損 214

固定資産売却損益（△は益） 99

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

受取利息及び受取配当金 △28

支払利息 97

為替差損益（△は益） △16

売上債権の増減額（△は増加） △1,335

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,031

仕入債務の増減額（△は減少） 860

賞与引当金の増減額（△は減少） 202

工事損失引当金の増減額（△は減少） 99

事業構造改革引当金の増減額（△は減少） 504

厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減
少）

244

製品保証引当金の増減額（△は減少） 23

修繕引当金の増減額（△は減少） 37

退職給付引当金の増減額（△は減少） 203

環境対策引当金の増減額（△は減少） 74

投資有価証券評価損益（△は益） 1

未払消費税等の増減額（△は減少） 216

その他 539

小計 6,298

利息及び配当金の受取額 29

利息の支払額 △97

法人税等の支払額 △620

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,609
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（単位：百万円）

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △1,000

有価証券の売却による収入 2,500

投資有価証券の取得による支出 △89

子会社株式の取得による支出 △52

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△659

貸付けによる支出 △0

貸付金の回収による収入 0

定期預金の預入による支出 △3,510

定期預金の払戻による収入 10

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,806

有形及び無形固定資産の売却による収入 98

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,100

長期借入れによる収入 1,600

長期借入金の返済による支出 △1,900

配当金の支払額 △828

その他 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △33

現金及び現金同等物に係る換算差額 28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,097

現金及び現金同等物の期首残高 4,309

株式移転による現金及び現金同等物の増加額 10,721

現金及び現金同等物の期末残高 16,128
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（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、当連結会計年度より、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、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益はそれぞれ50百万円増加しております。 

 

（セグメント情報） 

１． 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象

となっているものであります。 

当社グループは、電力・一般民需・官公需市場向け電力機器及び計器の製造・販売のほ

か、情報・エレクトロニクス装置事業、不動産・工事事業を行っております。 

従って、当社グループは、これらの製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「電力機器事業」、「計器事業」、「情報・エレクトロニクス装置事業」、「不動産・工事事業」

の４つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントに属する主な製品及びサービスは次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の項目の金額の算定方法 

報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失ベースの数値であります。セ

グメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

報告セグメント 主な製品及びサービス 

電力機器 変圧器、開閉装置、監視制御システム、電気自動車用急速充電器、各種開閉器、

各種変成器、配電用制御機器、エネルギー計測・制御機器、セキュリティ監視制御

装置、伝送システム機器等 

計器 各種計器、電力量計器修理、計器失効替工事等 

情報・エレクトロニクス装置 三次元検査装置、シンクライアントシステム等 

不動産・工事 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 
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３． 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報 

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

               (単位：百万円)

報告セグメント 

  
電力機器 計器 

情報・エレ

クトロニ

クス装置

不動産

・工事
計 

その他 合計 

売上高               

   外部顧客への売上高 58,110 13,796 2,621 1,537 76,065 ― 76,065

   セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
4,250 74 1,465 5 5,795 1,829 7,624

計 62,360 13,870 4,087 1,543 81,861 1,829 83,690

セグメント利益又は損失（△） 5,526 482 △167 410 6,251 1,615 7,867

その他の項目  

 減価償却費 1,126 200 197 112 1,637 3 1,640

 のれんの償却額 ― 139 44 ― 183 ― 183

（注）１.「その他」の区分は、事業セグメントに帰属しない当社であります。 

２．セグメント資産、セグメント負債、有形固定資産及び無形固定資産の増加額につきましては各セグメント

に配分していないため、記載しておりません。 

 

４． 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容 

(差額調整に関する事項) 
            (単位：百万円) 

売上高 当連結会計年度 

報告セグメント計 81,861 

「その他」の区分の売上高 1,829 

セグメント間取引消去 △7,624 

連結財務諸表の売上高 76,065 

 

         (単位：百万円) 

利益 当連結会計年度 

報告セグメント計 6,251 

「その他」の区分の利益 1,615 

セグメント間取引消去 △1,442 

全社費用(注) △4,253 

その他の調整額 78 

連結財務諸表の営業利益 2,249 

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 
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（企業結合等関係） 

取得による企業結合 

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

１． 企業結合の概要 

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称 東光電気株式会社 

事業の内容 電力機器関連事業、計器関連事業、不動産・工事事業 

(2) 企業結合を行った主な理由 

株式会社高岳製作所及び東光電気株式会社は、変電・配電・計量器などの電力流通関

連設備の製造・販売を主力事業としていますが、同分野では電力の安定的な供給のため、

今後、再生可能エネルギーの拡大に対応した送配電システムの高度化や、需要家も含め

た効率的なエネルギー利用を可能とするスマートグリッド等の市場の一層の拡大が予想

されており、両社にとって大きなビジネスチャンスであると期待されます。 

一方、両社の 大の顧客である電力業界は、東日本大震災に伴う原子力発電所の停止

の影響等により、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・効率化に取

組んでおり、こうした厳しい環境が当面、継続されるものと想定されます。 

このような経営環境のもと、両社は事業の継続的な発展のためには、双方の経営資源

を効率的に集中・再編することを通じ技術力をはじめとした競争力の向上を図り、お客

様のニーズに的確かつスピード感をもってお応えすることが必要であるとの認識で一致

し、経営統合いたしました。 

(3) 企業結合日 

平成24年10月１日 

(4) 企業結合の法的形式 

株式移転による共同持株会社設立 

(5) 結合後企業の名称 

株式会社東光高岳ホールディングス 

(6) 取得した議決権比率 

100％ 

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠 

総体としての株主が占める相対的な議決権比率等を勘案した結果、株式会社高岳製作

所を取得企業といたしました。 

 

２． 連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間 

平成24年10月１日から平成25年3月31日まで 

 

３． 被取得企業の取得原価及びその内訳 

取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 7,534百万円

取得原価  7,534百万円
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４． 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数 

(1) 株式の種類別の交換比率 

株式会社高岳製作所の普通株式1株に対して当社の普通株式0.1株、東光電気株式会

社の普通株式1株に対して当社の普通株式0.195株を割当て交付いたしました。 

(2) 株式交換比率の算定方法 

複数のフィナンシャル・アドバイザーに株式交換比率の算定を依頼し、提出された報

告書に基づき当事者間で協議の上、算定しております。 

(3) 交付した株式数 

16,276,305株 

 

５． 負ののれん発生益の金額及び発生原因 

(1) 負ののれん発生益の金額 

20,911百万円 

(2) 発生原因 

負ののれん発生益は、被取得企業の取得原価がすべての識別可能な資産及び負債に対

する取得原価の配分の見直しを行っても、なお受け入れた資産及び引き受けた負債に配

分された純額を下回ったために認識したものであります 

 

（関連当事者情報） 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

当連結会計年度（自 平成24年４月1日 至 平成25年３月31日現在） 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金 

(百万円)

事業の内容

 

議決権等の

被所有割合

(％) 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

電力機器、計

器等の販売 
40,652 売掛金 8,194

その他の 

関係会社 
東京電力(株) 

東京都 

千代田区 
900,975 電気事業 直接35.4 

営業取引 

役員の兼任 原材料 

の仕入 
3,936 買掛金 556

（注）１.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。 

   ２.取引条件及び取引条件の決定方針等市場価格等を勘案し、価格交渉の上決定しています。 
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（１株当たり情報） 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

     至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 2,882.96円 

１株当たり当期純利益金額 1,216.38円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当連結会計年度末 

（平成25年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） 51,201

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 4,423

（うち少数株主持分） (4,423)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 46,778

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数(千株) 
16,225

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

    至 平成25年３月31日）

当期純利益(百万円) 19,737

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 19,737

普通株式の期中平均株式数(千株) 16,226

４．当社は平成24年10月1日付けにて、株式移転により設立されたため、当連結会計年度の期中平均株式数

は、株式会社高岳製作所における平成24年9月30日以前の株式数を算定に含めておりません。 

なお、当該株式移転が期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度末の期中平均株式数は、13,416,047

株であり、1株当たり当期純利益は1,471.18円であります。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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