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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 178,054 17.9 890 20.2 1,113 16.4 721 38.1
25年3月期第3四半期 151,075 △17.6 740 △15.5 956 △8.8 522 15.8

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 26.88 ―
25年3月期第3四半期 19.46 ―

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 31,508 18,192 57.7
25年3月期 69,208 17,433 25.2
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 18,192百万円 25年3月期 17,433百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年3月期 ― 5.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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 230,000 1.2 1,200 10.3 1,400 2.4 810 7.3 30.16



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 注記事項

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 28,678,486 株 25年3月期 28,678,486 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,824,938 株 25年3月期 1,821,961 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 26,855,009 株 25年3月期3Q 26,858,964 株

※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 
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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、日本銀行による量的金融緩和の継続や政府主導による

財政政策により円安・株高が進行し、個人消費の拡大並びに設備投資もプラスに転じる等、景気回復の

兆しが現れております。 

一方で４月以降の消費増税の決定や原材料価格の値上がり、海外においては米国債務上限問題や新興

国での経済成長の鈍化など世界経済の下振れリスクが懸念され、依然として不透明感は払拭されており

ません。 

このようななか、当社の当第３四半期累計期間の成約高は、前年同四半期に比べ694億97百万円減少

の882億66百万円（前年同四半期比44.1%減）となりました。  

当第３四半期累計期間の売上高につきましては、前年同四半期に比べ269億78百万円増加の1,780億54

百万円（前年同四半期比17.9%増）となりました。  

売上総利益は40億31百万円（前年同四半期比57百万円減、1.4%減）、営業利益８億90百万円（前年同

四半期比１億49百万円増、20.2%増）、経常利益11億13百万円（前年同四半期比１億57百万円増、16.4%

増）、四半期純利益７億21百万円（前年同四半期比１億99百万円増、38.1%増）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  

  

売上高は1,507億54百万円と前年同四半期に比べ289億78百万円の増加となっております。また、成約

高は542億16百万円(前年同四半期比754億２百万円減)、成約残高は1,891億87百万円(前年同四半期比

1,341億22百万円減)となりました。 

売上高は120億70百万円と前年同四半期に比べ16億３百万円の増加となっております。また、成約高

は166億77百万円(前年同四半期比70億68百万円増)、成約残高は94億67百万円(前年同四半期比44億81百

万円増)となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

受注及び販売の状況 
第３四半期累計期間 (単位:百万円)

セグメント別

成   約    高 売   上   高 成   約   残   高

上段当期 構成比
増減額

上段当期 構成比
増減額

上段当期 構成比
増減額

下段前期 (%) 下段前期 (%) 下段前期 (%)

電  力 
関連部門

54,216 61.4
△75,402

150,754 84.7
28,978

189,187 90.2
△134,122

(129,618) ( 82.2) (121,776) ( 80.6) (323,309) ( 95.5)

化学機械 
関連部門

16,677 18.9
7,068

12,070 6.8
1,603

9,467 4.5
4,481

( 9,608) (  6.1) ( 10,466) (  6.9) (  4,986) (  1.5)

電子精機 
関連部門

6,051 6.8
△5,999

7,179 4.0
△4,408

4,338 2.1
△2,339

( 12,051) (  7.6) ( 11,588) (  7.7) (  6,677) (  2.0)

環境・船舶 
関連部門

8,262 9.4
4,357

5,115 2.9
434

5,151 2.5
2,707

( 3,905) (  2.5) (  4,680) (  3.1) (  2,443) (  0.7)

その他
3,058 3.5

478
2,933 1.6

370
1,580 0.7

381
(  2,579) (  1.6) (  2,563) (  1.7) (  1,198) (  0.3)

合計
88,266 100.0

△69,497
178,054 100.0

26,978
209,724 100.0

△128,891
(157,763) (100.0) (151,075) (100.0) (338,616) (100.0)

 

(電力関連部門)

(化学機械関連部門)
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売上高は71億79百万円と前年同四半期に比べ44億８百万円の減少となっております。また、成約高は

60億51百万円(前年同四半期比59億99百万円減)、成約残高は43億38百万円(前年同四半期比23億39百万

円減)となりました。 

売上高は51億15百万円と前年同四半期に比べ４億34百万円の増加となっております。また、成約高は

82億62百万円(前年同四半期比43億57百万円増)、成約残高は51億51百万円(前年同四半期比27億７百万

円増)となりました。 

売上高は29億33百万円と前年同四半期に比べ３億70百万円の増加となっております。また、成約高は

30億58百万円(前年同四半期比４億78百万円増)、成約残高は15億80百万円(前年同四半期比３億81百万

円増)となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期会計期間末における総資産は、315億８百万円となり、前事業年度末と比較して376億99

百万円の減少となりました。主な要因として、売上債権及び前渡金の減少等により流動資産が375億79

百万円減少し、投資有価証券の売却等により固定資産が１億20百万円減少したことによるものでありま

す。 

  

当第３四半期会計期間末における負債合計は133億15百万円となり、前事業年度末と比較して384億59

百万円の減少となりました。この主な要因は、仕入債務及び前受金の減少等により流動負債が385億62

百万円減少し、繰延税金負債の増加等により固定負債が１億２百万円増加したことによるものでありま

す。 

  

当第３四半期会計期間末における純資産合計は181億92百万円となり、前事業年度末と比較して７億

59百万円の増加となりました。この結果自己資本比率は57.7%となりました。 

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第３四半期累計期間の業績結果は、平成25年5月13日に公表致しました当期業績予想に対し概ね計

画通り推移しており、平成26年３月期の通期業績予想に変更はございません。 

  

  

  

  

  

  

(電子精機関連部門)

(環境・船舶関連部門)

(その他)

（イ）資産の部

（ロ）負債の部

（ハ）純資産の部

東京産業㈱(8070)平成26年3月期第3四半期決算短信(非連結)

-3-



  

２．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,665 7,539

受取手形及び売掛金 26,286 11,998

有価証券 2,798 1,599

商品 294 384

前渡金 25,322 1,070

その他 410 510

貸倒引当金 △158 △64

流動資産合計 60,618 23,039

固定資産

有形固定資産 2,560 2,495

無形固定資産 74 59

投資その他の資産

投資有価証券 4,940 4,879

その他 1,055 1,075

貸倒引当金 △41 △40

投資その他の資産合計 5,954 5,913

固定資産合計 8,589 8,469

資産合計 69,208 31,508

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,512 4,693

受託販売未払金 16,370 4,821

短期借入金 1,570 1,252

未払法人税等 280 78

前受金 25,684 1,273

引当金 317 142

その他 490 399

流動負債合計 51,224 12,662

固定負債

引当金 153 91

その他 397 561

固定負債合計 551 653

負債合計 51,775 13,315
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,443 3,443

資本剰余金 2,655 2,655

利益剰余金 11,121 11,574

自己株式 △536 △537

株主資本合計 16,683 17,135

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 636 926

繰延ヘッジ損益 △9 7

土地再評価差額金 123 123

評価・換算差額等合計 749 1,057

純資産合計 17,433 18,192

負債純資産合計 69,208 31,508
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間
(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 151,075 178,054

売上原価 146,986 174,022

売上総利益 4,089 4,031

割賦販売未実現利益戻入額 0 2

差引売上総利益 4,089 4,033

販売費及び一般管理費 3,349 3,143

営業利益 740 890

営業外収益

受取利息 24 25

受取配当金 136 146

その他 68 80

営業外収益合計 229 251

営業外費用

支払利息 12 12

その他 1 16

営業外費用合計 13 28

経常利益 956 1,113

特別利益

固定資産売却益 2 －

投資有価証券売却益 9 107

その他 1 －

特別利益合計 14 107

特別損失

投資有価証券売却損 － 2

投資有価証券評価損 50 －

その他 8 1

特別損失合計 58 3

税引前四半期純利益 911 1,217

法人税、住民税及び事業税 309 356

法人税等調整額 79 139

法人税等合計 389 496

四半期純利益 522 721
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

     (注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新事業推進関連部門、不動産賃

貸部門であります。 

  

 (単位：百万円)  

  

  

（３）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
電  力 
関連部門

化学機械
関連部門

電子精機
関連部門

環境・船舶
関連部門

計

売上高

  外部顧客への売上高 121,776 10,466 11,588 4,680 148,512 2,563 151,075

  セグメント間の内部売上高 

  又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

計 121,776 10,466 11,588 4,680 148,512 2,563 151,075

セグメント利益又は損失
(△)

198 △115 410 125 619 121 740
 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書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)

利益 金額

報告セグメント計 619

「その他」の区分の利益 121

四半期損益計算書の営業利益 740
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     (注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新事業推進関連部門、不動産賃

貸部門であります。 

  

 (単位：百万円)  

  

  

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

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
電  力 
関連部門

化学機械
関連部門

電子精機
関連部門

環境・船舶
関連部門

計

売上高

  外部顧客への売上高 150,754 12,070 7,179 5,115 175,120 2,933 178,054

  セグメント間の内部売上高 

  又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

計 150,754 12,070 7,179 5,115 175,120 2,933 178,054

セグメント利益 516 129 59 27 733 157 890
 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書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)

利益 金額

報告セグメント計 733

「その他」の区分の利益 157

四半期損益計算書の営業利益 890
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