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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 60,380 28.7 △203 ― 10 △99.4 9 △100.0
25年3月期第3四半期 46,929 ― 1,667 ― 1,723 ― 20,797 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 165百万円 （△99.2％） 25年3月期第3四半期 20,805百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 0.59 ―
25年3月期第3四半期 1,281.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 108,647 50,938 42.6
25年3月期 105,716 51,201 44.2
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 46,243百万円 25年3月期 46,778百万円

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

25年3月期 ― ― ― 25.00 25.00
26年3月期 ― 25.00 ―
26年3月期（予想） 25.00 50.00

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）

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



(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 

(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 

(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、四半期連結財務諸表に対
する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 
（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．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。 
（その他特記事項） 
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、平成25年３月期第３四半期の連結経営成績は、取得企業である株式会社高岳製作所の
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。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 16,276,305 株 25年3月期 16,276,305 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 53,101 株 25年3月期 50,544 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 16,224,687 株 25年3月期3Q 16,226,703 株
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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、平成 25 年３月期第３四半期の連結経営成

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。 

 
当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、輸出や企業の設備投資が持ち直し

傾向となっていること、また公共投資の増加など内外需要を反映して、緩やかに回復して

おります。 

一方で、当社グループの最大の顧客である電力業界においては、徹底的な経営効率化・

合理化のもと、中長期に亘る設備投資計画の抜本的見直しが行なわれており、引き続き厳

しい状況となっております。 

このような経営環境のもと当社グループは、電力会社向け以外の受注拡大及び支出の最

小化により利益確保に努めました。 

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、東光電気株式会社の業績が期を通じ

て寄与いたしました結果、売上高は 60,380 百万円（前年同四半期比 28.7％増）、営業損失

は 203 百万円、経常利益は 10 百万円（前年同四半期比 99.4％減）、四半期純利益は 9 百万

円（前年同四半期比 100.0％減）となりました。なお、前第３四半期連結累計期間において

は、負ののれん発生益 20,911 百万円を特別利益に計上しております。 

セグメント別の売上高につきましては、電力機器事業は 36,769 百万円（前年同四半期比

2.9％減）、計器事業は 20,177 百万円（前年同四半期比 192.7％増）、情報・エレクトロニ

クス装置事業は 2,231 百万円（前年同四半期比 34.4％増）、不動産・工事事業は 1,202 百

万円（前年同四半期比 134.9％増）となりました。 

 
（２）財政状態に関する説明 

当第３四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2,931百万円増加し、

108,647百万円となりました。これは主に日本リライアンス株式会社及び株式会社ＲＡＳを

新たに連結の範囲に含めたことにより、たな卸資産、有形固定資産が増加したことによる

ものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 3,193 百万円増加し、57,708 百万円となりました。こ

れは主に借入金の増加によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 262 百万円減少し、50,938 百万円となりました。こ

れは主に剰余金の配当による減少、その他有価証券評価差額金の増加、少数株主持分の増

加によるものであります。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 
連結業績予想につきましては、平成 25 年４月 26 日に公表しました連結業績予想から変

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 

該当事項はありません。 

なお、特定子会社には該当しておりませんが、当第３四半期連結会計期間において、当

社の連結子会社である株式会社高岳製作所が、日本リライアンス株式会社の株式を取得し

たことから同社及び同社の子会社である株式会社ＲＡＳを新たに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 
該当事項はありません。 
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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)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,718 17,744

受取手形及び売掛金 21,250 17,973

有価証券 1,000 1,000

商品及び製品 3,358 3,244

仕掛品 9,182 12,781

原材料及び貯蔵品 4,012 5,516

繰延税金資産 1,451 1,392

その他 1,310 734

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 61,280 60,385

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 31,528 33,504

減価償却累計額 △20,577 △22,292

建物及び構築物（純額） 10,951 11,212

機械装置及び運搬具 19,071 19,783

減価償却累計額 △16,239 △17,265

機械装置及び運搬具（純額） 2,832 2,518

工具、器具及び備品 10,263 10,892

減価償却累計額 △9,399 △10,008

工具、器具及び備品（純額） 863 883

土地 21,939 24,161

リース資産 7 72

減価償却累計額 △6 △47

リース資産（純額） 0 24

建設仮勘定 265 687

有形固定資産合計 36,853 39,488

無形固定資産   

のれん 254 299

リース資産 － 7

その他 2,058 2,054

無形固定資産合計 2,312 2,360

投資その他の資産   

投資有価証券 1,826 2,258

繰延税金資産 2,171 2,936

その他 1,289 1,245

貸倒引当金 △18 △27

投資その他の資産合計 5,269 6,413

固定資産合計 44,435 48,261

資産合計 105,716 108,647
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,711 14,469

短期借入金 7,949 10,352

リース債務 0 9

未払法人税等 1,283 160

賞与引当金 953 408

工事損失引当金 161 224

事業構造改革引当金 504 329

厚生年金基金脱退損失引当金 244 244

製品保証引当金 23 83

その他 6,407 5,633

流動負債合計 33,240 31,916

固定負債   

長期借入金 2,091 3,582

リース債務 0 24

繰延税金負債 3,586 4,992

修繕引当金 845 932

退職給付引当金 13,516 14,902

役員退職慰労引当金 34 183

環境対策引当金 263 251

その他 936 923

固定負債合計 21,274 25,792

負債合計 54,514 57,708

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 31,122 30,321

自己株式 △63 △67

株主資本合計 46,467 45,661

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 291 529

繰延ヘッジ損益 － △39

為替換算調整勘定 19 91

その他の包括利益累計額合計 310 581

少数株主持分 4,423 4,695

純資産合計 51,201 50,938

負債純資産合計 105,716 108,647

(株)東光高岳ホールディングス(6617)　平成26年3月期　第3四半期決算短信

5



（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)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 46,929 60,380

売上原価 37,384 49,519

売上総利益 9,544 10,861

販売費及び一般管理費 7,876 11,064

営業利益又は営業損失（△） 1,667 △203

営業外収益   

受取利息 3 11

受取配当金 20 31

為替差益 － 66

設備賃貸料 183 201

電力販売収益 － 58

その他 72 35

営業外収益合計 280 404

営業外費用   

支払利息 67 84

電力販売費用 － 34

開業費 111 －

その他 46 71

営業外費用合計 224 191

経常利益 1,723 10

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 － 3

負ののれん発生益 20,911 －

特別利益合計 20,911 3

特別損失   

固定資産廃棄損 50 59

固定資産売却損 69 0

事務所移転費用 13 19

厚生年金基金脱退損失引当金繰入額 244 －

特別損失合計 378 78

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（△）

22,257 △64

法人税、住民税及び事業税 552 145

法人税等調整額 957 △79

法人税等合計 1,509 66

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

20,747 △130

少数株主損失（△） △50 △140

四半期純利益 20,797 9
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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)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

20,747 △130

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 95 238

繰延ヘッジ損益 △2 △39

為替換算調整勘定 △34 97

その他の包括利益合計 58 296

四半期包括利益 20,805 165

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 20,864 280

少数株主に係る四半期包括利益 △58 △115

(株)東光高岳ホールディングス(6617)　平成26年3月期　第3四半期決算短信

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。 
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