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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 21,021 5.4 846 61.2 852 51.6 425 60.5
24年3月期第2四半期 19,940 △3.0 524 △21.8 562 △17.5 265 △2.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 392百万円 （126.7％） 24年3月期第2四半期 172百万円 （20.7％）

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

25年3月期第2四半期 14.77 ―
24年3月期第2四半期 9.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 40,857 22,965 44.6
24年3月期 39,844 22,674 45.0
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 18,201百万円 24年3月期 17,914百万円

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

24年3月期 ― 2.50 ― 3.50 6.00
25年3月期 ― 3.00



(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

第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、P.2「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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、金融商品取引法に基

づく四半期財務諸表の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
・東光電気株式会社は、株式会社高岳製作所と、平成24年10月１日をもって株式移転により共同持株会社である株式会社東光高岳ホールディングスを設
立しております。
・株式会社東光高岳ホールディングスの連結業績予想および配当予想につきましては、平成24年10月１日公表の「平成25年３月期の業績予想および配当
予想について」をご覧ください。

※  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 ： 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 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 29,040,000 株 24年3月期 29,040,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 204,100 株 24年3月期 202,337 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 28,836,621 株 24年3月期2Q 28,840,948 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ最大の顧客である電力業界では、原子力発
電所の稼動停止の影響等により、引き続き設備投資の抑制やコスト削減など経営の徹底した合理
化・効率化が図られており、依然として厳しい状況にありました。 
一方、一般市場向けソリューション分野におきましては、安定的な電力需給や省エネへの要請
等から、当社が推進しているスマートグリッド関連商品や環境ソリューション関連商品等への需
要が増大しております。 
こうした状況の下、当社グループは、２０１２年度の東光電気グループ中期経営計画におい
て、新市場・新商品のスピーディーな展開や生産性の革新的な向上を図る「ブライトプラン２０
１２」を策定し、早期に着実な成果を上げるべくグループが一丸となって諸施策に取り組んでま
いりました。 
具体的には、新市場・新商品の展開については、スマートメーター、配電自動化システム等の
スマートグリッド関連商品や、デマンドレスポンス（需給の状況に応じた電力使用抑制を促す方
式）を実現するエネルギーマネジメントシステム等の環境ソリューション関連商品の開発・製造
の促進により、エネルギーの効率活用へ向けた取り組みを推進いたしました。 
また、生産性の革新的向上については、内製化の促進、ＩＣＴの拡充による業務効率の向上、
リードタイムの短縮や、現場レベルでの改善活動の活性化による製造工程、工事施工の効率化等
に取り組んでまいりました。 
このような結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、ガス絶縁変圧器等の減少
があったもののセンサ内蔵自動開閉器、配電自動化システム等のスマートグリッド関連商品や内
線工事等の増加により、売上高は21,021百万円（前年同四半期比5.4％増）、経常利益は852百万
円（前年同四半期比51.6％増）、四半期純利益は425百万円（前年同四半期比60.5％増）の増収
増益となりました。 
セグメント別の売上高につきましては、電力機器関連事業は4,745百万円（前年同四半期比
24.0％増）、計器関連事業は14,360百万円（前年同四半期比0.6％減）、不動産・工事事業は
1,915百万円（前年同四半期比14.8％増）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権の減少がありましたものの、現金及び預金
や有形固定資産などの増加により、40,857百万円（前連結会計年度末比1,012百万円増）となり
ました。 
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、仕入債務や未払金の増加などにより、17,891百万
円（前連結会計年度末比722百万円増）となりました。また、純資産合計は四半期純利益の計上
などにより、22,965百万円（前連結会計年度末比290百万円増）となりました。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

東光電気株式会社は、株式会社高岳製作所と、平成24年10月1日をもって株式移転により共同
持株会社である株式会社東光高岳ホールディングスを設立しております。 
株式会社東光高岳ホールディングスの連結業績予想および配当予想につきましては、平成24年
10月1日公表の「平成25年3月期の業績予想および配当予想について」をご覧ください。 

 

２．サマリー情報（その他）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。 
 

(2)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年
４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に
変更しております。 
これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金
等調整前四半期純利益はそれぞれ７百万円増加しております。 

 

㈱東光高岳ホールディングス（東光電気㈱分）（6617）　平成25年３月期第２四半期決算短信

2



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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,261 10,801

受取手形及び売掛金 7,309 6,045

有価証券 2,510 2,510

商品及び製品 1,786 1,931

仕掛品 2,223 2,563

原材料及び貯蔵品 1,957 2,090

その他 636 628

流動資産合計 25,685 26,571

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,294 15,213

減価償却累計額 △8,353 △8,409

建物及び構築物（純額） 6,941 6,803

その他 12,197 12,937

減価償却累計額 △9,874 △10,107

その他（純額） 2,323 2,830

有形固定資産合計 9,264 9,634

無形固定資産   

のれん 741 602

その他 372 388

無形固定資産合計 1,114 990

投資その他の資産   

投資その他の資産 3,796 3,677

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 3,780 3,660

固定資産合計 14,158 14,285

資産合計 39,844 40,857

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,850 5,396

短期借入金 2,170 2,170

未払法人税等 375 340

賞与引当金 818 750

その他 1,824 2,232

流動負債合計 10,037 10,890

固定負債   

長期借入金 1,070 915

修繕引当金 751 808

退職給付引当金 4,330 4,350

役員退職慰労引当金 41 34

環境対策引当金 60 60

その他 877 832

固定負債合計 7,131 7,001

負債合計 17,169 17,891
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,452 1,452

資本剰余金 527 527

利益剰余金 15,987 16,312

自己株式 △85 △86

株主資本合計 17,880 18,205

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 53 △6

為替換算調整勘定 △19 3

その他の包括利益累計額合計 33 △3

少数株主持分 4,760 4,763

純資産合計 22,674 22,965

負債純資産合計 39,844 40,857
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 19,940 21,021

売上原価 16,307 16,970

売上総利益 3,632 4,050

販売費及び一般管理費 3,107 3,203

営業利益 524 846

営業外収益   

受取利息 3 6

受取配当金 10 7

受取保険金 5 1

雑収入 40 10

営業外収益合計 60 25

営業外費用   

支払利息 18 16

たな卸資産廃棄損 2 1

雑支出 2 1

営業外費用合計 22 19

経常利益 562 852

特別利益   

固定資産売却益 － 2

特別利益合計 － 2

特別損失   

固定資産除却損 11 2

年金資産消失損 － 42

特別損失合計 11 44

税金等調整前四半期純利益 551 809

法人税、住民税及び事業税 114 317

法人税等調整額 187 71

法人税等合計 301 388

少数株主損益調整前四半期純利益 249 421

少数株主損失（△） △15 △4

四半期純利益 265 425
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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 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 249 421

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △82 △59

為替換算調整勘定 5 30

その他の包括利益合計 △76 △29

四半期包括利益 172 392

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 187 388

少数株主に係る四半期包括利益 △14 3

㈱東光高岳ホールディングス（東光電気㈱分）（6617）　平成25年３月期第２四半期決算短信

6



(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 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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