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1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年3月期第2四半期 39,828 △11.3 △324 ― △230 ― △461 ―

30年3月期第2四半期 44,901 △4.9 598 △14.1 648 △25.5 △148 ―

（注）包括利益 31年3月期第2四半期　　△276百万円 （―％） 30年3月期第2四半期　　305百万円 （△47.2％）

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

31年3月期第2四半期 △28.62 ―

30年3月期第2四半期 △9.14 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

31年3月期第2四半期 92,824 51,615 51.0

30年3月期 96,710 52,291 49.9

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 47,371百万円 30年3月期 48,215百万円

(注) 第１四半期連結会計期間の期首より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を適用したため、平成30年３

月期につきましては遡及適用後の数値を記載しております。

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

30年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00

31年3月期 ― 25.00

31年3月期（予想） ― 25.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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
親会社株主に帰属する

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 91,000 △4.5 3,400 15.4 3,500 9.8 1,700 10.0 105.20

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 31年3月期2Q 16,276,305 株 30年3月期 16,276,305 株

② 期末自己株式数 31年3月期2Q 149,363 株 30年3月期 152,792 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期2Q 16,124,905 株 30年3月期2Q 16,211,659 株

（注）当社は、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導入しており、当該信託が保有する当社株式を自己株式に含めて記載して
おります。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、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Ｐ．2「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関

する説明」をご覧下さい。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善が続くなか、個人消費の持ち直し、

人手不足を背景とした合理化・省力化投資等を中心とした設備投資の増加等により引き続き緩やかな回復基調とな

りました。

当社グループの最大の取引先である電力業界においては、電力・ガスの小売全面自由化により分野・地域を超え

た競争が激化しているなか、生産性向上と徹底的なコスト削減が進められています。その一方で、一般民需分野は、

再生可能エネルギー関連設備を中心に好調な環境が続いております。 

このような経営環境のもと、当社グループは「東光高岳グループ2020中期経営計画」を策定し、社員全員が一丸

となってカイゼンにチャレンジすることにより、既存事業の収益性向上を一層進めるとともに、新たな収益基盤の

構築に向け事業領域の拡大とビジネスモデルの変革に取り組んでおります。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高はスマートメーターの減少及び前連結会計年

度における日本リライアンス株式会社の株式売却に加え、一般企業向け受変電機器の売上時期が前年と比較し第３四

半期以降に集中していることから、39,828百万円（前年同期比11.3％減）となりました。 

利益面では、スマートメーターのコストダウンを着実に進めているものの売上高の減少に加え、受変電機器の機種

構成差異により、営業損失324百万円（前年同期は営業利益598百万円）、経常損失230百万円（前年同期は経常利益

648百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失461百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失148百

万円）となりました。 

なお、当社グループの業績は、主力事業である電力機器事業において第４四半期連結会計期間に売上が集中する

傾向があるため、四半期別の業績には季節的変動があります。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

電力機器事業は、受変電機器及び海外工事の減少により、売上高21,348百万円（前年同期比3.1％減）、セグメ

ント利益844百万円（前年同期比14.3％減）となりました。

計量事業は、スマートメーターの減少により、売上高14,821百万円（前年同期比15.5％減）、セグメント利益

1,116百万円（前年同期比42.0％減）となりました。 

エネルギーソリューション事業は、前連結会計年度における日本リライアンス株式会社の株式売却により、売上

高428百万円（前年同期比86.3％減）、セグメント損失290百万円（前年同期はセグメント損失173百万円）となり

ました。 

情報・光応用検査機器事業は、情報機器の売上増加により、売上高2,539百万円（前年同期比71.5％増）、セグ

メント損失76百万円（前年同期はセグメント損失301百万円）となりました。

なお、前第２四半期連結会計期間より、「エネルギーソリューション事業」セグメントに含まれていたメカトロ

ニクス機器を、「情報・光応用検査機器事業」セグメントに移管しており、前年同期の数値を変更後の区分に組み

替えております。 

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,885百万円減少し、92,824百万円となりま

した。これは主に受取手形及び売掛金の減少によるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ3,209百万円減少し、41,208百万円となりました。これは主に支払手形及び買

掛金、短期及び長期借入金が減少したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ676百万円減少し、51,615百万円となりました。これは主に親会社株主に帰

属する四半期純損失の計上、配当金の支払い及び非支配株主持分の増加によるものです。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

前年同期との比較においては減収減益となったものの、業績予想に織り込み済みであり、平成30年４月24日に公

表しました連結業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,771 9,263

受取手形及び売掛金 20,450 14,424

電子記録債権 657 2,245

商品及び製品 3,241 3,224

仕掛品 10,426 14,001

原材料及び貯蔵品 5,148 4,860

その他 918 473

流動資産合計 51,614 48,494

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 32,526 32,248

減価償却累計額 △19,213 △19,197

建物及び構築物（純額） 13,312 13,051

機械装置及び運搬具 20,769 20,928

減価償却累計額 △17,404 △17,792

機械装置及び運搬具（純額） 3,364 3,135

工具、器具及び備品 11,081 11,411

減価償却累計額 △10,028 △10,300

工具、器具及び備品（純額） 1,053 1,110

土地 20,490 20,490

リース資産 15 13

減価償却累計額 △9 △5

リース資産（純額） 6 7

建設仮勘定 383 203

有形固定資産合計 38,610 38,000

無形固定資産

のれん 55 37

その他 2,933 2,762

無形固定資産合計 2,988 2,799

投資その他の資産

投資有価証券 1,499 1,617

長期貸付金 98 100

繰延税金資産 1,094 964

その他 804 847

投資その他の資産合計 3,496 3,530

固定資産合計 45,095 44,330

資産合計 96,710 92,824
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,310 12,832

電子記録債務 344 282

短期借入金 3,150 2,663

リース債務 2 1

未払法人税等 479 289

賞与引当金 1,694 1,657

製品保証引当金 45 45

その他 5,455 5,455

流動負債合計 25,483 23,227

固定負債

長期借入金 2,090 1,712

リース債務 3 6

繰延税金負債 1,330 960

修繕引当金 1,036 1,082

環境対策引当金 332 298

製品保証引当金 988 870

役員株式給付引当金 21 18

退職給付に係る負債 12,387 12,283

その他 745 748

固定負債合計 18,935 17,981

負債合計 44,418 41,208

純資産の部

株主資本

資本金 8,000 8,000

資本剰余金 7,408 7,408

利益剰余金 32,716 31,849

自己株式 △254 △247

株主資本合計 47,870 47,009

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 397 479

繰延ヘッジ損益 △0 14

為替換算調整勘定 148 133

退職給付に係る調整累計額 △200 △265

その他の包括利益累計額合計 345 362

非支配株主持分 4,076 4,243

純資産合計 52,291 51,615

負債純資産合計 96,710 92,824
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

売上高 44,901 39,828

売上原価 36,142 32,311

売上総利益 8,758 7,516

販売費及び一般管理費 8,160 7,840

営業利益又は営業損失（△） 598 △324

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 40 24

設備賃貸料 43 42

電力販売収益 42 43

その他 32 46

営業外収益合計 160 157

営業外費用

支払利息 30 20

電力販売費用 17 15

為替差損 5 0

その他 56 26

営業外費用合計 109 63

経常利益又は経常損失（△） 648 △230

特別利益

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産廃棄損 18 128

事務所移転費用 9 27

投資有価証券評価損 5 －

製品保証費用 279 －

特別損失合計 313 155

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

336 △385

法人税、住民税及び事業税 249 158

過年度法人税等 39 －

法人税等調整額 △158 △254

法人税等合計 129 △96

四半期純利益又は四半期純損失（△） 206 △288

非支配株主に帰属する四半期純利益 354 172

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △148 △461

決算短信（宝印刷） 2018年10月18日 14時21分 3ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）

(株)東光高岳(6617)　平成31年3月期 第2四半期　決算短信

5



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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

四半期純利益又は四半期純損失（△） 206 △288

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 25 82

繰延ヘッジ損益 61 14

為替換算調整勘定 △8 △20

退職給付に係る調整額 21 △64

その他の包括利益合計 99 12

四半期包括利益 305 △276

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △46 △444

非支配株主に係る四半期包括利益 352 167
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（３）四半期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。 

 

（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。 

 

（追加情報） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。 

 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,144百万円は、

「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,094百万円に含めて表示しております。 

 なお、同一の納税主体で「繰延税金資産」と「繰延税金負債」を相殺した影響により、総資産が792百万円減

少しております。 

(株)東光高岳(6617)　平成31年3月期 第2四半期　決算短信
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