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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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1四半期 1,856 5.3 △1 ― 14 △81.8 25 △52.6
24年3月期第1四半期 1,762 7.2 69 ― 80 ― 53 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 45百万円 （△8.0％） 24年3月期第1四半期 49百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 2.93 ―
24年3月期第1四半期 6.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 9,356 4,726 49.6
24年3月期 9,368 4,715 49.4
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  4,638百万円 24年3月期  4,631百万円

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

24年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 3,910 5.7 130 △17.5 141 △16.0 88 △14.1 10.32
通期 8,140 0.5 388 △2.6 403 △4.1 250 3.1 29.03



(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）  ：  有  

(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 
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４ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご
覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） ティーエムシー株式会社

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 9,388,950 株 24年3月期 9,388,950 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 774,467 株 24年3月期 773,967 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 8,614,735 株 24年3月期1Q 8,619,462 株
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当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年６月30日）におけるわが国経済は、東日

本大震災の復興需要やエコカー減税等の政策効果を背景に、一部の業種で緩やかな回復がみられたも

のの、欧州の債務危機問題の再燃や、円高水準の長期化による企業収益の圧迫など、依然として先行

き不透明な状況で推移いたしました。 

生産設備支援業種としての当電気機器業界におきましては、震災に係る復興需要やＩＴ関連業界な

ど一部の業種において持ち直しの動きが見られたものの、半導体業界の設備投資抑制など製造業の生

産活動の勢いは依然として弱く、総じて厳しい受注環境で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは震災需要への対応、国内顧客への新規・深耕開拓に取り組

んだ結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,856百万円(前年同四半期比5.3％増)となりまし

た。 

利益面につきましては、収益性の低い配電盤分野の売上が伸張したことなどに伴い、営業損失は1百

万円(前年同四半期は営業利益69百万円)、経常利益は14百万円(前年同四半期比81.8％減)、四半期純

利益は、繰延税金資産17百万円などを計上したことにより、25百万円(前年同四半期比52.6％減)とい

う結果になりました。 

各セグメントごとの業績は以下の通りであります。 

① 国内制御装置関連事業  

 エンジニアリング部門につきましては、印刷制御装置分野が減少したものの、監視制御装置分野や

配電盤分野が大幅に増加したことなどにより当部門の売上高は638百万円（前年同四半期比42.9%増）

となりました。 

 機器部門につきましては、半導体業界およびＦＰＤ業界向け空間光伝送装置分野が減少したことな

どにより、当部門の売上高は493百万円（前年同四半期比5.7%減）となりました。 

 変圧器部門につきましては、半導体業界向け乾式変圧器の低迷や震災需要の一巡による受配電用乾

式変圧器の減少などにより、当部門の売上高は368百万円（前年同四半期比22.7%減）となりました。  

 以上の結果、国内制御装置関連事業の売上高は1,500百万円（前年同四半期比3.7%増）となり、セグ

メント利益は21百万円（前年同四半期比67.1%減）となりました。  

② 海外制御装置関連事業  

 海外制御装置関連事業につきましては、中国現地の日系エレベータ企業向けエレベータセンサの現

地生産販売が増加したものの、中国企業向けの受配電盤が減少したことなどにより、当事業の売上高

は153百万円（前年同四半期比5.3%減）となり、セグメント損失は9百万円(前年同四半期はセグメン

ト利益11百万円)となりました。  

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
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③ 樹脂関連事業  

 樹脂関連事業につきましては、エコカー補助金など政策効果による自動車業界からの需要が増加し

たことなどにより、当事業の売上高は202百万円（前年同四半期比31.4%増）となり、セグメント利益

は10百万円(前年同四半期はセグメント損失1百万円)となりました。 

 なお、前連結会計年度までセグメントの区分掲記をしておりました「建材関連事業」は、公共投資

抑制の影響等によりセグメントに占める割合が僅少になったこと、また、当四半期連結会計期間より

「建材関連事業」と「樹脂関連事業」の二つのセグメントが属する東洋樹脂㈱において、経営の効率

化を図るため「建材関連事業」と「樹脂関連事業」の二つの事業部門を統合したことにより、当四半

期連結会計期間より二つのセグメントを「樹脂関連事業」に一元化いたしました。なお、当四半期連

結会計期間における「建材関連事業」の売上高は38百万円（前年同四半期比11.9%増）、セグメント

利益は2百万円(前年同四半期はセグメント損失0百万円)であります。 

  

（セグメント別売上高：参考値）  
（単位：百万円未満切捨）

 
  

 当第１四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11百万円減少し、9,356百万円と

なりました。 

 流動資産は、0百万円増加の6,569百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が213百万

円減少、たな卸資産が63百万円減少したものの、現金及び預金が259百万円増加したことなどによる

ものであります。 

 固定資産は、12百万円減少の2,787百万円となりました。これは主に、有形固定資産の減少15百万円

などによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ22百万円減少し、4,630百万円とな

りました。 

 流動負債は、78百万円増加の3,461百万円となりました。これは主に、未払法人税等が73百万円減少

したものの、短期借入金の増加104百万円などによるものであります。 

 固定負債は、101百万円減少の1,168百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少78百万円

および退職給付引当金の減少18百万円などによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ10百万円増加し、4,726百万円と

なりました。 

区分

平成24年３月期
第１四半期

平成25年３月期
第１四半期

比較増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

国内制御装置関連事業
百万円
1,447

％
82.1

百万円
1,500

％
80.8

百万円
+53

％
+3.7

 エンジニアリング部門 446 25.3 638 34.4 +191 +42.9

  機器部門 523 29.7 493 26.6 △29 △5.7

変圧器部門 476 27.1 368 19.8 △108 △22.7

海外制御装置関連事業 161 9.2 153 8.3 △8 △5.3

樹脂関連事業 153 8.7 202 10.9 +48 +31.4

合計 1,762 100.0 1,856 100.0 +93 +5.3

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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 これは主に、利益剰余金が9百万円減少、その他有価証券評価差額金が11百万円減少したものの、為

替換算調整勘定が27百万円増加したことなどによるものであります。 

  

 平成25年３月期の第２四半期連結累計期間並びに通期の業績予想につきましては、平成24年５月10

日に公表いたしました業績予想を修正しておりません。 

 なお、上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、

不確定要素を含んでおり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 連結子会社でありましたティーエムシー株式会社は、平成24年４月１日に当社と吸収合併いたしま

した。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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１四半期連結累計期間の営業損失、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,520,794 1,779,873

受取手形及び売掛金 3,728,684 3,514,808

商品及び製品 290,671 263,474

仕掛品 513,700 478,783

原材料及び貯蔵品 376,448 374,632

繰延税金資産 110,664 122,583

その他 30,056 35,438

貸倒引当金 △2,198 △362

流動資産合計 6,568,822 6,569,230

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 549,114 545,227

土地 1,109,287 1,109,287

建設仮勘定 2,698 －

その他（純額） 248,554 239,154

有形固定資産合計 1,909,654 1,893,669

無形固定資産

土地使用権 167,128 179,346

その他 77,966 76,457

無形固定資産合計 245,094 255,803

投資その他の資産

投資有価証券 332,112 312,967

繰延税金資産 165,093 176,836

その他 152,555 152,934

貸倒引当金 △4,853 △4,853

投資その他の資産合計 644,908 637,885

固定資産合計 2,799,657 2,787,358

資産合計 9,368,480 9,356,588
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,488,684 1,486,320

短期借入金 1,307,138 1,412,108

未払法人税等 85,308 11,412

賞与引当金 224,534 53,715

その他 277,193 498,259

流動負債合計 3,382,859 3,461,814

固定負債

長期借入金 554,958 476,351

長期未払金 67,378 70,511

繰延税金負債 5,371 5,371

退職給付引当金 438,238 419,773

役員退職慰労引当金 140,057 132,962

その他 64,315 63,771

固定負債合計 1,270,319 1,168,740

負債合計 4,653,178 4,630,555

純資産の部

株主資本

資本金 1,037,085 1,037,085

資本剰余金 857,405 857,405

利益剰余金 2,905,855 2,896,641

自己株式 △177,147 △177,281

株主資本合計 4,623,198 4,613,850

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 38,703 27,019

為替換算調整勘定 △29,907 △2,440

その他の包括利益累計額合計 8,796 24,578

少数株主持分 83,306 87,603

純資産合計 4,715,301 4,726,033

負債純資産合計 9,368,480 9,356,588
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 1,762,977 1,856,101

売上原価 1,257,593 1,375,911

売上総利益 505,383 480,190

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 23,789 25,761

給料手当及び賞与 141,988 136,301

賞与引当金繰入額 24,230 19,806

退職給付費用 7,728 8,277

役員退職慰労引当金繰入額 1,136 12,234

福利厚生費 39,258 38,745

旅費及び交通費 18,338 21,089

減価償却費 14,029 14,562

賃借料 12,745 13,407

技術研究費 15,496 16,967

その他 137,126 174,151

販売費及び一般管理費合計 435,868 481,305

営業利益又は営業損失（△） 69,514 △1,115

営業外収益

受取利息 522 540

受取配当金 9,592 10,661

受取賃貸料 4,604 4,589

雑収入 6,039 9,400

営業外収益合計 20,758 25,191

営業外費用

支払利息 6,538 6,257

不動産賃貸原価 2,762 2,851

雑損失 167 295

営業外費用合計 9,469 9,403

経常利益 80,803 14,672

特別利益

固定資産売却益 － 7

特別利益合計 － 7

特別損失

固定資産除却損 22 23

投資有価証券評価損 － 1,207

特別損失合計 22 1,230

税金等調整前四半期純利益 80,781 13,450

法人税、住民税及び事業税 42,865 7,358

法人税等調整額 △16,970 △17,258

法人税等合計 25,894 △9,899

東洋電機㈱（6655）　平成25年３月期第１四半期決算短信

－ 8 －



(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 54,886 23,349

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,618 △1,896

四半期純利益 53,268 25,246
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 54,886 23,349

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,094 △11,684

為替換算調整勘定 9,454 33,660

その他の包括利益合計 △5,640 21,975

四半期包括利益 49,246 45,325

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 45,888 41,028

少数株主に係る四半期包括利益 3,358 4,297
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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