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1. 2022年3月期第2四半期の連結業績（2021年4月1日～2021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 ％

2022年3月期第2四半期 39,955 △1.5 1,233 203.3 1,271 220.0 1,148 ―

2021年3月期第2四半期 40,546 4.4 406 ― 397 ― 71 ―

（注）包括利益 2022年3月期第2四半期　　1,672百万円 （―％） 2021年3月期第2四半期　　103百万円 （―％）

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

2022年3月期第2四半期 71.17 ―

2021年3月期第2四半期 4.44 ―

(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 ％

2022年3月期第2四半期 97,179 53,809 51.4

2021年3月期 101,015 52,528 48.7

（参考）自己資本 2022年3月期第2四半期 49,975百万円 2021年3月期 49,177百万円

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

2021年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00

2022年3月期 ― 25.00

2022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. 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）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 ： 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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(注)詳細は、添付資料P.8　「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(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） 2022年3月期2Q 16,276,305 株 2021年3月期 16,276,305 株

② 期末自己株式数 2022年3月期2Q 132,881 株 2021年3月期 140,258 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期2Q 16,139,110 株 2021年3月期2Q 16,133,372 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．3「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 

2021年８月にガス絶縁開閉装置の検査において不適切事案が判明し公表を行いました。お客様・株主・関係者の

皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしたことを改めて深くお詫び申し上げます。今後は、全社をあげて「ＱＭ

Ｓ（品質マネジメントシステム）」、「人財育成」、「コミュニケーション」、「意識・風土」の４つの面から改

革を行い、再発防止とお客様からの信頼回復に努めてまいります。当第２四半期連結累計期間における本事案に関

係する影響は軽微な範囲に留まっております。 

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、国内エネルギー需要の減少傾向が継続するとともに、

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の停滞や電力業界内での分野・地域を超えた競争の激化など一層厳

しい経営環境になっており、その影響で電力会社各社では生産性向上と徹底的なコスト削減が進められております。

その一方で、国内では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さらなる普及や、脱炭素社会の実

現に貢献する電化の推進による電気自動車向け急速充電器需要が立ち上がりつつあります。 

このような経営環境の中、当社グループは、2021年４月に「2030VISION ＆ 2023中期経営計画」を策定いたしま

した。2023中期経営計画の３つの基本方針「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」のもと、2030年に向けて基盤再構築に取り組んでおります。 

具体的には、５月に新たに「EVインフラ事業推進プロジェクト」、「PPP/PFI推進プロジェクト」、「海外アラ

イアンス推進プロジェクト」の３つの社長直轄プロジェクトを組成、10月にユークエスト株式会社を再編するなど

新たな事業ポートフォリオを支える新領域の開拓に向けた取り組みを加速させております。また、サステナブル社

会貢献に向け、９月に「東光高岳デジタルトランスフォーメーション戦略（TKTK-DX）」を策定し、生産性向上と

デジタル化をより強力に推進すると共に、最新のデジタル技術やデータを駆使してイノベーションの創出にグルー

プ大で取り組んでおります。 

また、当第２四半期連結累計期間は、銅素材など原材料価格の値上がりによるコスト増が生じ、一部製品の収益

に影響がありましたが価格改定に取り組みました。さらには今後の半導体関連部品の品不足による影響を最小化す

るべく、調達リスク対応に注力しました。 

こうした状況の中、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、前年度において新型コロナウイルス感

染症の影響を受けた海外工事物件の回復、PPP/PFI事業の増加、半導体の需要増に伴う三次元検査装置の受注増が

あったものの、国内のプラント物件、スマートメーター等の減少により、39,955百万円（前年同期比1.5％減）と

なりました。 

利益面では、前年度において新型コロナウイルス感染症の影響で落ちこんだ電力量計の失効替工事の回復、スマ

ートメーター事業における固定費の削減、半導体の需要増に伴う三次元検査装置の受注増により、営業利益1,233

百万円（前年同期比203.3％増）、経常利益1,271百万円（前年同期比220.0％増）、親会社株主に帰属する四半期

純利益1,148百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益71百万円）といずれも増益になりました。 

 

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、国内のプラント物件が減少したものの、海外の工事物件、小型変圧器などの配電機器の増加に

より、セグメント全体の売上高は24,176百万円（前年同期比4.9％増）と増加しましたが、セグメント利益につき

ましては、銅素材の価格上昇、国内のプラント物件等が減少したため、2,097百万円（前年同期比1.0％減）と減益

になりました。 

計量事業は、スマートメーターの減少及び前年度まで電力量計の失効替工事の売上高に含まれていた有償支給取

引を会計基準の変更により売上高から除外したため、セグメント全体の売上高は11,939百万円（前年同期比15.4％

減）となりましたが、セグメント利益につきましては、電力量計の失効替工事の回復、スマートメーター事業にお

ける固定費の削減により、966百万円（前年同期比188.1%増）と増益となりました。 

エネルギーソリューション事業は、充電インフラが増加したものの、EMS（エネルギーマネジメントシステム）

関連が減少したことにより、セグメント全体の売上高は611百万円（前年同期比5.8％減）と減少しましたが、セグ

メント損失につきましては、不具合対策費用の減少などにより200百万円（前年同期はセグメント損失324百万円）

と赤字幅が縮小しました。 

情報・光応用検査機器事業は、情報機器が減少したものの、半導体の需要増に伴う三次元検査装置の受注増によ
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り、セグメント全体の売上高は1,941百万円（前年同期比2.6％増）と増加し、セグメント利益につきましても153

百万円（前年同期比958.4%増）と増益となりました。 

その他事業は、PPP/PFI事業の増加によりセグメント全体の売上高は1,285百万円（前年同期比52.8％増）、セグ

メント利益につきましても368百万円（前年同期比18.0％増）と増益となりました。 

 

（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3,836百万円減少し、97,179百万円となりま

した。これは主に受取手形、売掛金及び契約資産の減少によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ5,117百万円減少し、43,369百万円となりました。これは主に短期借入金、未

払法人税等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1,281百万円増加し、53,809百万円となりました。これは主に配当金の支払

いによる減少があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加及び非支配株主

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 

通期の連結業績予想につきましては、2021年４月30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
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,122 13,811

受取手形、売掛金及び契約資産 20,735 15,706

電子記録債権 1,331 1,024

商品及び製品 3,132 2,605

仕掛品 12,018 14,908

原材料及び貯蔵品 4,855 5,697

その他 1,339 1,485

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 58,528 55,230

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 32,545 32,713

減価償却累計額 △20,595 △20,966

建物及び構築物（純額） 11,950 11,746

機械装置及び運搬具 21,122 21,484

減価償却累計額 △18,904 △19,256

機械装置及び運搬具（純額） 2,217 2,227

工具、器具及び備品 11,212 11,249

減価償却累計額 △10,681 △10,696

工具、器具及び備品（純額） 530 552

土地 20,490 20,490

リース資産 17 17

減価償却累計額 △10 △11

リース資産（純額） 7 6

建設仮勘定 355 148

有形固定資産合計 35,551 35,171

無形固定資産

その他 2,132 2,045

無形固定資産合計 2,132 2,045

投資その他の資産

投資有価証券 2,717 2,542

長期貸付金 96 126

退職給付に係る資産 796 851

繰延税金資産 357 346

その他 834 863

投資その他の資産合計 4,802 4,731

固定資産合計 42,487 41,948

資産合計 101,015 97,179

　

(株)東光高岳(6617)　2022年3月期 第2四半期　決算短信

4



(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,961 12,271

電子記録債務 169 155

短期借入金 6,462 3,180

リース債務 4 2

未払法人税等 952 203

契約負債 2,241 3,608

賞与引当金 1,998 1,527

その他 3,890 2,474

流動負債合計 28,680 23,423

固定負債

長期借入金 3,100 2,650

リース債務 3 4

繰延税金負債 1,276 1,560

修繕引当金 1,234 1,277

環境対策引当金 225 203

製品保証引当金 927 907

役員株式給付引当金 83 78

退職給付に係る負債 12,132 12,454

その他 822 809

固定負債合計 19,806 19,946

負債合計 48,487 43,369

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 33,566 34,309

自己株式 △229 △215

株主資本合計 48,744 49,502

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 166 153

繰延ヘッジ損益 30 21

為替換算調整勘定 107 145

退職給付に係る調整累計額 127 151

その他の包括利益累計額合計 432 473

非支配株主持分 3,350 3,834

純資産合計 52,528 53,809

負債純資産合計 101,015 97,179
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 40,546 39,955

売上原価 32,481 31,045

売上総利益 8,064 8,910

販売費及び一般管理費 7,657 7,676

営業利益 406 1,233

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 24 22

為替差益 － 19

設備賃貸料 41 39

電力販売収益 37 35

その他 23 39

営業外収益合計 127 156

営業外費用

支払利息 29 30

為替差損 11 －

電力販売費用 12 11

持分法による投資損失 73 61

その他 9 14

営業外費用合計 136 118

経常利益 397 1,271

特別利益

固定資産売却益 3 0

抱合せ株式消滅差益 － 227

受取損害賠償金 － 603

特別利益合計 3 831

特別損失

固定資産廃棄損 46 18

事務所移転費用 1 0

特別損失合計 47 18

税金等調整前四半期純利益 352 2,084

法人税、住民税及び事業税 118 79

法人税等調整額 231 379

法人税等合計 350 458

四半期純利益 2 1,625

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△69 476

親会社株主に帰属する四半期純利益 71 1,148
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 2 1,625

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △27 △12

繰延ヘッジ損益 △2 △8

為替換算調整勘定 △9 27

退職給付に係る調整額 141 24

持分法適用会社に対する持分相当額 － 16

その他の包括利益合計 101 47

四半期包括利益 103 1,672

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 175 1,189

非支配株主に係る四半期包括利益 △71 483

　

(株)東光高岳(6617)　2022年3月期 第2四半期　決算短信

7



（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。 

 

（会計方針の変更） 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、連結財

務諸表へ与える影響は次のとおりです。 

 

(1) 当社グループが得意先から受ける有償支給取引 

買戻し契約に該当する有償支給取引により支給される原材料等について、従来は得意先への売り戻し時に

「売上高」と「売上原価」を総額表示しておりましたが、第１四半期連結会計期間より加工代相当額のみを純

額で「売上高」に表示しております。これにより、当第２四半期連結累計期間の「売上高」が569百万円、

「売上原価」が571百万円減少しております。なお、営業利益への影響は軽微であり、経常利益、税金等調整

前四半期純利益に与える影響はありません。 

また、支給される原材料等の期末棚卸高について、従来は流動資産の「原材料及び貯蔵品」として表示して

おりましたが、金融取引として「有償支給に係る資産」を認識し、流動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。これにより、流動資産の「その他」が98百万円増加し、「原材料及び貯蔵品」が98百万円減少してお

ります。 

 

(2) 当社グループが得意先に対して行う有償支給取引 

従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っ

ていることから、支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、期末棚卸高につい

て金融取引として「有償支給に係る負債」を認識し、流動負債の「その他」に含めて表示しております。なお、

当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。これにより、「原材料及び貯蔵品」が117

百万円、流動負債の「その他」が117百万円増加しております。 

 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、

収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従

ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識

会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約

変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。 

この結果、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。 

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、

流動負債の「その他」に含めて表示していた「前受金」は、第１四半期連結会計期間より「契約負債」として表

示しております。 
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（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。 
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