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1. 2021年3月期の連結業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(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
親会社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 91,939 △1.5 3,382 45.7 3,402 51.0 1,408 67.0

2020年3月期 93,341 2.7 2,321 △15.1 2,253 △22.1 843 △18.2

（注）包括利益 2021年3月期　　1,883百万円 （379.1％） 2020年3月期　　393百万円 （6.5％）

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 ％ ％ ％

2021年3月期 87.29 ― 2.9 3.4 3.7

2020年3月期 52.28 ― 1.8 2.3 2.5

（参考） 持分法投資損益 2021年3月期 △36百万円 2020年3月期 △54百万円

(2) 連結財政状態

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

2021年3月期 101,015 52,528 48.7 3,047.67

2020年3月期 100,592 51,446 47.3 2,946.51

（参考） 自己資本 2021年3月期 49,177百万円 2020年3月期 47,530百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
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

2021年3月期 7,055 △1,906 1,229 15,122

2020年3月期 1,532 △4,636 △141 8,741

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 ％ ％

2020年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00 810 95.6 1.7

2021年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00 810 57.3 1.7

2022年3月期(予想) ― 25.00 ― 25.00 50.00 50.4

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022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 88,000 △4.3 2,700 △20.2 2,800 △17.7 1,600 13.6 99.16



※ 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）　：　無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 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

(3) 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） 2021年3月期 16,276,305 株 2020年3月期 16,276,305 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 140,258 株 2020年3月期 145,206 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 16,134,794 株 2020年3月期 16,129,822 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。

（参考）個別業績の概要

2021年3月期の個別業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％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 ％

2021年3月期 66,922 2.5 3,372 99.5 3,634 97.3 3,439 295.5

2020年3月期 65,292 1.8 1,690 29.4 1,842 22.8 869 △0.1

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
円 銭 円 銭

2021年3月期 213.18 ―

2020年3月期 53.92 ―

(2) 個別財政状態

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

2021年3月期 89,098 45,320 50.9 2,808.64

2020年3月期 86,419 43,609 50.5 2,703.44

（参考） 自己資本 2021年3月期 45,320百万円 2020年3月期 43,609百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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.3「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧下さい。
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１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況になりまし

た。先行きについても新型コロナウイルス感染症が社会経済活動へ与える影響は、引き続き不透明な状況にあります。 

 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、省エネルギーの進展等に伴う国内エネルギー需要の減少傾

向が続く中、電力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おり、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、日本政府がグリーン社会の実現を目指し 2050年カーボンニュートラル宣言をしたことによ

り、再生可能エネルギーを含めた分散型エネルギー関連設備の一層の拡大や電気自動車向け急速充電器需要の本格的な立

ち上がりが期待されます。 

 このような経営環境の中、当社では、「東光高岳グループ 2020中期経営計画」の３つの基本方針「既存事業の収益性

向上」、「新たな収益基盤の構築」、「経営基盤の強化」のもと、社員全員が一丸となったカイゼン活動による生産性向上、

原価低減、調達改革、自治体のプロポーザル方式案件への積極的な参加、新製品の投入、デジタル化への投資による既存

事業の収益性向上、エネルギーマネジメントシステムを中核とする新たな収益事業の構築、製品品質の向上等に取り組ん

でまいりました。 

この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高はプラント物件が増加したものの海外工事の減少により、

91,939百万円（前年同期比1.5％減）となりました。 

利益面では、機種構成の変動と原価低減により、営業利益 3,382百万円（前年同期比 45.7％増）、経常利益 3,402百万

円（前年同期比51.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,408百万円（前年同期比67.0％増）となりました。 

 

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。 

電力機器事業は、プラント物件が増加したものの海外工事の売上高減少及び機種構成の変動と原価低減により、売上高

52,668百万円（前年同期比1.7％減）、セグメント利益5,937百万円（前年同期比14.8％増）となりました。 

計量事業は、スマートメータ―及び変成器の売上高増加により、売上高 30,361 百万円（前年同期比 2.4％増）、セグメ

ント利益1,273百万円（前年同期比8.7％増）となりました。 

エネルギーソリューション事業は、EMS関連の売上高減少により、売上高2,456百万円（前年同期比12.1％減）、セグメ

ント損失318百万円（前年同期はセグメント損失293百万円）となりました。 

情報・光応用検査機器事業は、メカトロニクス機器の売上高減少により、売上高4,410百万円（前年同期比13.0％減）、

セグメント損失21百万円（前年同期はセグメント利益113百万円）となりました。 

その他事業は、売上高 2,043百万円（前年同期比％10.4減）、セグメント利益 688百万円（前年同期比 36.5％増）とな

りました。 

 

（２）当期の財政状態の概況 

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、前連結会計年度末に比べ 422 百万円増加し、101,015 百万円となりました。これは主に

受取手形及び売掛金、電子記録債権が減少したものの、現金及び預金が増加したことによるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ658百万円減少し、48,487百万円となりました。これは主に借入金が増加したものの、

支払手形及び買掛金、退職給付に係る負債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1,081百万円増加し、52,528百万円となりました。これは主に配当金の支払いによ

る減少があったものの、退職給付に係る調整累計額の増加及びに親会社株主に帰属する当期純利益の計上により利益剰余

金が増加したことによるものです。 

 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、15,122百万円（前年同期は8,741 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、仕入債務の減少 2,423百万円があったものの、売上債権の減少 3,597 百万円及び

減価償却費2,895百万円により、7,055 百万円の収入（前年同期は1,532 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、有形及び無形固定資産の取得による支出 2,047 百万円等により、1,906 百万円の
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支出（前年同期は4,636 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、短期借入金の増加 2,110百万円、長期借入金の借入 2,000 百万円、長期借入金の

返済2,063百万円、配当金の支払額811百万円等により、1,229百万円の収入（前年同期は141百万円の支出）となりました。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 

 自己資本比率(%) 44.1 49.9 48.1 47.3 48.7 

 時価ベースの自己資本

比率(%) 
30.6 28.1 21.4 15.2 25.2 

キャッシュ・フロー 対 

有利子負債比率(%) 
192.1 110.9 210.9 490.4 135.5 

インタレスト・カバレッ

ジ・ レシオ（倍） 
63.7 85.6 81.5 25.3 108.3 

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全ての負債を対象としています。 

 

（４）今後の見通し 

今後の見通しにつきましては、国内電力業界の競争はより一層激化し、電力会社の設備投資及び修繕費の抑制傾向は継

続され、当面は収益の大きな伸びが期待できない状況にあるものの、再生可能エネルギーの導入の進展による電源の分散

化、世界的な脱炭素・SDGｓ達成に向けた具体的な取り組みの進展など、事業環境は大きな変化を迎えています。 

こうした中、当社グループは、本日「2030VISION & 2023 中期経営計画」を策定いたしました。「コア事業の深化・変

革」、「事業基盤の構造転換」、「2030将来像開拓への挑戦」の基本方針のもと、収益基盤の構築を図ってまいります。

次期の連結業績予想につきましては、売上高88,000百万円、営業利益2,700百万円、経常利益2,800百万円、親会社株主

に帰属する当期純利益1,600百万円を見込んでおります。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響につきましては先行き不透明であるため、現時点では限定的な範囲に留めてお

ります。同感染症拡大により、連結業績予想の修正が必要になった場合には、速やかに公表いたします。 

 

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成

する方針であります。 

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。 
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,741 15,122

受取手形及び売掛金 23,153 20,735

電子記録債権 2,507 1,331

商品及び製品 3,182 3,132

仕掛品 12,814 12,018

原材料及び貯蔵品 4,809 4,855

その他 908 1,339

貸倒引当金 △9 △8

流動資産合計 56,108 58,528

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 32,612 32,545

減価償却累計額 △20,018 △20,595

建物及び構築物（純額） 12,594 11,950

機械装置及び運搬具 21,233 21,122

減価償却累計額 △18,398 △18,904

機械装置及び運搬具（純額） 2,834 2,217

工具、器具及び備品 11,288 11,212

減価償却累計額 △10,519 △10,681

工具、器具及び備品（純額） 768 530

土地 20,490 20,490

リース資産 18 17

減価償却累計額 △7 △10

リース資産（純額） 11 7

建設仮勘定 455 355

有形固定資産合計 37,154 35,551

無形固定資産

その他 2,673 2,132

無形固定資産合計 2,673 2,132

投資その他の資産

投資有価証券 2,823 2,717

長期貸付金 87 96

退職給付に係る資産 211 796

繰延税金資産 719 357

その他 814 834

投資その他の資産合計 4,656 4,802

固定資産合計 44,484 42,487

資産合計 100,592 101,015
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,322 12,961

電子記録債務 229 169

短期借入金 3,943 6,462

リース債務 4 4

未払法人税等 952 952

賞与引当金 1,744 1,998

その他 5,894 6,132

流動負債合計 28,091 28,680

固定負債

長期借入金 3,572 3,100

リース債務 7 3

繰延税金負債 758 1,276

修繕引当金 1,184 1,234

環境対策引当金 240 225

製品保証引当金 1,104 927

役員株式給付引当金 63 83

退職給付に係る負債 13,305 12,132

その他 818 822

固定負債合計 21,054 19,806

負債合計 49,146 48,487

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 32,969 33,566

自己株式 △239 △229

株主資本合計 48,137 48,744

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 122 166

繰延ヘッジ損益 3 30

為替換算調整勘定 110 107

退職給付に係る調整累計額 △843 127

その他の包括利益累計額合計 △607 432

非支配株主持分 3,916 3,350

純資産合計 51,446 52,528

負債純資産合計 100,592 101,015
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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)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

売上高 93,341 91,939

売上原価 75,020 72,809

売上総利益 18,320 19,129

販売費及び一般管理費 15,998 15,747

営業利益 2,321 3,382

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 34 36

設備賃貸料 84 81

電力販売収益 67 62

その他 47 46

営業外収益合計 237 229

営業外費用

支払利息 61 65

為替差損 40 －

電力販売費用 30 28

持分法による投資損失 54 36

解体撤去費用 36 12

その他 81 66

営業外費用合計 305 208

経常利益 2,253 3,402

特別利益

固定資産売却益 10 8

投資有価証券売却益 4 68

特別利益合計 15 76

特別損失

固定資産廃棄損 80 89

減損損失 290 982

事務所移転費用 34 10

子会社株式評価損 118 －

出資金清算損 10 －

投資有価証券清算損 4 －

ゴルフ会員権評価損 1 －

特別損失合計 539 1,082

税金等調整前当期純利益 1,728 2,396

法人税、住民税及び事業税 901 1,138

法人税等調整額 176 416

法人税等合計 1,078 1,554

当期純利益 650 842

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △192 △566

親会社株主に帰属する当期純利益 843 1,408
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当期純利益 650 842

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △145 44

繰延ヘッジ損益 △6 27

為替換算調整勘定 △16 4

退職給付に係る調整額 △91 970

持分法適用会社に対する持分相当額 3 △6

その他の包括利益合計 △257 1,040

包括利益 393 1,883

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 590 2,448

非支配株主に係る包括利益 △197 △565
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 8,000 7,408 32,936 △248 48,096

当期変動額

剰余金の配当 △810 △810

親会社株主に帰属す

る当期純利益
843 843

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 9 9

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 32 8 41

当期末残高 8,000 7,408 32,969 △239 48,137

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算調整勘

定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 268 9 120 △752 △354 4,113 51,855

当期変動額

剰余金の配当 △810

親会社株主に帰属す

る当期純利益
843

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 9

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△145 △6 △9 △91 △252 △197 △450

当期変動額合計 △145 △6 △9 △91 △252 △197 △408

当期末残高 122 3 110 △843 △607 3,916 51,446
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　当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 8,000 7,408 32,969 △239 48,137

当期変動額

剰余金の配当 △810 △810

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,408 1,408

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 10 10

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

△0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － △0 597 9 607

当期末残高 8,000 7,408 33,566 △229 48,744

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算調整勘

定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 122 3 110 △843 △607 3,916 51,446

当期変動額

剰余金の配当 △810

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,408

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 10

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

△0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

44 27 △2 970 1,039 △565 474

当期変動額合計 44 27 △2 970 1,039 △565 1,081

当期末残高 166 30 107 127 432 3,350 52,528
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2021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 1,728 2,396

減価償却費 2,962 2,895

減損損失 290 982

のれん償却額 18 10

固定資産廃棄損 80 89

ゴルフ会員権評価損 1 －

投資有価証券清算損益（△は益） 4 －

子会社株式評価損 118 －

出資金清算損 10 －

固定資産売却損益（△は益） △10 △8

投資有価証券売却損益（△は益） △4 △68

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 △0

受取利息及び受取配当金 △37 △38

支払利息 61 65

為替差損益（△は益） 50 △24

持分法による投資損益（△は益） 54 36

売上債権の増減額（△は増加） △3,038 3,597

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,380 800

仕入債務の増減額（△は減少） 750 △2,423

未払消費税等の増減額（△は減少） 313 28

賞与引当金の増減額（△は減少） △83 254

製品保証引当金の増減額（△は減少） △589 △176

修繕引当金の増減額（△は減少） 76 49

環境対策引当金の増減額（△は減少） △38 △14

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 19 20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 154 229

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 30 △585

その他 508 17

小計 2,059 8,133

利息及び配当金の受取額 37 111

利息の支払額 △60 △62

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △503 △1,126

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,532 7,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法適用関連会社株式の取得による支出 △1,967 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,743 △2,047

有形及び無形固定資産の売却による収入 10 16

投資有価証券の売却による収入 21 122

投資有価証券清算による収入 5 －

貸付けによる支出 △28 △119

貸付金の回収による収入 － 130

その他 64 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,636 △1,906
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

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） △180 2,110

長期借入れによる収入 2,500 2,000

長期借入金の返済による支出 △1,653 △2,063

配当金の支払額 △811 △811

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

－ △0

その他 3 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △141 1,229

現金及び現金同等物に係る換算差額 △44 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,289 6,380

現金及び現金同等物の期首残高 12,031 8,741

現金及び現金同等物の期末残高 8,741 15,122
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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） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報） 

１． 報告セグメントの概要 

（１） 報告セグメントの決定方法 

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。 

当社は、製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を

立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「電力機器事業」、

「計量事業」、「エネルギーソリューション事業」、「情報・光応用検査機器事業」の４つを報告セグメントとし

ております。 

 

（２） 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

「電力機器事業」は、主に受変電・配電用機器、監視制御システム・制御機器等の製造販売及び据付工事を行っ

ております。 

「計量事業」は、主に変成器・各種計器の製造販売、計器失効替工事等の請負等を行っております。 

「エネルギーソリューション事業」は、主にエネルギー計測・制御機器、電気自動車用急速充電器等の製造販

売を行っております。 

「情報・光応用検査機器事業」は、主に三次元検査装置、シンクライアントシステム、組込みソフトウェア等

の製造販売を行っております。 

 

２． 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表において採用している会計処理の方法と同一で

あります。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。  
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３． 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) 

               (単位：百万円) 

  

報告セグメント 

その他 合計 電力機器

事業 
計量事業 

エネルギ

ーソリュ

ーション

事業 

情報・光応

用検査機

器事業 

計 

売上高               

   外部顧客への売上高 53,554 29,642 2,794 5,069 91,061 2,280 93,341 

   セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
1,350 4,984 130 972 7,438 487 7,925 

計 54,905 34,626 2,924 6,042 98,499 2,767 101,267 

セグメント利益又は損失（△） 5,171 1,171 △ 293 113 6,162 504 6,667 

その他の項目        

 減価償却費 952 822 5 219 1,999 296 2,296 

 のれんの償却額 ― 18 ― ― 18 ― 18 

（注)  １.「その他」の区分に含まれる事業は、不動産賃貸業、新エネルギー分野の研究開発受託事業等であります。 

２．減価償却費には長期前払費用の償却費が含まれております。 

３．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。 

 

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) 

               (単位：百万円) 

  

報告セグメント 

その他 合計 電力機器

事業 
計量事業 

エネルギ

ーソリュ

ーション

事業 

情報・光応

用検査機

器事業 

計 

売上高               

   外部顧客への売上高 52,668 30,361 2,456 4,410 89,896 2,043 91,939 

   セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
1,595 5,332 112 1,042 8,083 498 8,581 

計 54,264 35,693 2,569 5,452 97,979 2,541 100,521 

セグメント利益又は損失（△） 5,937 1,273 △ 318 △21 6,870 688 7,559 

その他の項目        

 減価償却費 879 831 7 220 1,939 293 2,233 

 のれんの償却額 10 ― ― ― 10 ― 10 

（注)  １.「その他」の区分に含まれる事業は、不動産賃貸業、新エネルギー分野の研究開発受託事業等であります。 

２．減価償却費には長期前払費用の償却費が含まれております。 

３．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。 
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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 

(差異調整に関する事項) 

                                (単位：百万円) 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 98,499 97,979 

「その他」の区分の売上高 2,767 2,541 

セグメント間取引消去 △7,925 △8,581 

連結財務諸表の売上高 93,341 91,939 

 

                             (単位：百万円) 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 6,162 6,870 

「その他」の区分の利益 504 688 

セグメント間取引消去 △2 37 

全社費用(注) △ 4,321 △ 4,188 

その他の調整額 △ 21 △ 26 

連結財務諸表の営業利益 2,321 3,382 

(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あります。 

       (単位：百万円) 

その他の項目 
報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

減価償却費 1,999 1,939 296 293 666 661 2,962 2,895 

（注）１．調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．減価償却費には長期前払費用の償却費が含まれております。 

 

（関連当事者情報） 

関連当事者との取引 

１．連結財務諸表提出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 

前連結会計年度（自 2019年４月1日 至 2020年３月31日） 

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) 

その他の 

関係会社 

東京電力パワ

ー グ リ ッ ド

(株) 

東京都 

千代田区 
80,000 

一般送

配電事

業等 

直接 

35.3 

営業取引 

役員の兼任 

電力機器、 

計器等の販売 
25,715 売掛金 4,525 

原材料 

の仕入 
1,020 買掛金 80 

（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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当連結会計年度（自 2020年４月1日 至 2021年３月31日） 

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) 

その他の 

関係会社 

東京電力パワ

ー グ リ ッ ド

(株) 

東京都 

千代田区 
80,000 

一般送

配電事

業等 

直接 

35.2 

営業取引 

役員の兼任 

電力機器、 

計器等の販売 
27,701 売掛金 4,154 

原材料 

の仕入 
1,215 買掛金 92 

（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。 

 

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 

前連結会計年度（自 2019年４月1日 至 2020年３月31日） 

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) 

その他の 

関係会社 

東京電力パワ

ー グ リ ッ ド

(株) 

東京都 

千代田区 
80,000 

一般送

配電事

業等 

直接 

35.3 

営業取引 

役員の兼任 
計器等の販売 14,672 売掛金 2,975 

（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。 

 

当連結会計年度（自 2020年４月1日 至 2021年３月31日） 

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) 

その他の 

関係会社 

東京電力パワ

ー グ リ ッ ド

(株) 

東京都 

千代田区 
80,000 

一般送

配電事

業等 

直接 

35.2 

営業取引 

役員の兼任 
計器等の販売 15,534 売掛金 1,882 

（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。 

 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 

   至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 2020年４月１日 

   至 2021年３月31日) 

１株当たり純資産額 2,946.51円 3,047.67円 

１株当たり当期純利益金額 52.28円 87.29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。 
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前連結会計年度末 

（2020年３月31日） 

当連結会計年度末 

（2021年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） 51,446 52,528 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 3,916 3,350 

（うち非支配株主持分（百万円）） (3,916) (3,350) 

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 47,530 49,177 

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) 
16,131 16,136 

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。 

 

前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 

   至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 2020年４月１日 

至 2021年３月31日) 

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 843 1,408 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式に係る親会社株主に帰属する 

当期純利益(百万円) 
843 1,408 

普通株式の期中平均株式数(千株) 16,129 16,134 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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