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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 6,047 0.1 188 16.0 221 9.0 131 △7.8
25年3月期第3四半期 6,040 5.3 162 △41.0 203 △30.8 142 △10.8

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 203百万円 （55.1％） 25年3月期第3四半期 131百万円 （△7.7％）

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

26年3月期第3四半期 15.26 ―
25年3月期第3四半期 16.56 ―

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 9,562 5,068 51.9
25年3月期 9,716 4,934 49.8
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 4,961百万円 25年3月期 4,835百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
26年3月期 ― 4.00 ―
26年3月期（予想） 4.00 8.00

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 8,124 △1.2 270 2.5 291 △11.3 145 △36.4 16.90



(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 
 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）連結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。 

※ 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 9,388,950 株 25年3月期 9,388,950 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 775,724 株 25年3月期 774,467 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 8,613,778 株 25年3月期3Q 8,614,566 株
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当第３四半期連結累計期間（平成25年4月1日～平成25年12月31日）におけるわが国経済は、金融緩和

をはじめとした政策効果を背景に、円高の是正や株価の上昇が進んだことにより緩やかな回復基調が持

続しましたが、原材料価格の上昇ならびに消費税増税後の景気減速懸念等、総じて先行きの不透明感は

払拭されない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、企業収益の改善にともない設備投資に広

がりが出てきたものの、依然として投資姿勢は慎重であり、力強さに欠ける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、現在進めておりますタイ王国における新設子会社の稼働準

備、変圧器製造工場の建替えによる生産性の向上ならびに本社機能の移転による利便性の向上など将来

に向けた生販体制の整備・強化を図りつつ、社長直轄組織として市場開拓部門を設け、迅速な意思決定

のもと国内外に係る新規市場開拓ならびに既存顧客への深耕開拓など積極的な営業展開を図ってまいり

ましたが、当社国内外グループ企業における盤分野の低迷および当上半期に出遅れたセンサ分野の影響

などにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,047百万円(前年同四半期比0.1％増)となりまし

た。  

利益面につきましては、技術研究費など販売費及び一般管理費が増加したものの、適正利益を意識し

た受注活動の推進ならびに売上原価率の改善活動等により、営業利益は188百万円(前年同四半期比

16.0％増)、経常利益は221百万円(前年同四半期比9.0％増)、四半期純利益は、法人税等合計96百万円

を計上したことなどにより、131百万円(前年同四半期比7.8％減)となりました。  

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、円高是正を背景とした海外需要の回復等による印刷制御装

置分野の増加や鉄道関連向け需要が伸長したものの、受注獲得競争が厳しい状況にある配電盤分野が

減少したことなどにより、当部門の売上高は1,770百万円（前年同四半期比2.0%減）となりました。 

機器部門につきましては、新エネルギー関連設備向けなど表示器分野が増加したものの、当上半期

まで在庫調整等による需要減を受けたエレベータ関連向けセンサが減少したことなどにより、当部門

の売上高は1,667百万円（前年同四半期比5.1%減）となりました。 

変圧器部門につきましては、新エネルギー関連市場向け乾式変圧器ならびに受配電用乾式変圧器の

需要が伸長したことなどにより、当部門の売上高は1,608百万円（前年同四半期比11.0%増）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5,045百万円（前年同四半期比0.7%増）となり、セ

グメント利益は、適正利益を意識した受注活動の推進ならびに収益性の低い配電盤分野の売上高が減

少したことなどにより、221百万円（前年同四半期比22.0%増）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、日系企業および中国企業向け受配電盤が大幅に減少したこ

となどにより、当事業の売上高は484百万円（前年同四半期比0.4%減）となり、セグメント損失は、

売上原価率の上昇等により29百万円(前年同四半期はセグメント利益2百万円)となりました。 

③ 樹脂関連事業  

樹脂関連事業につきましては、自動車業界向けの需要は伸長したものの、道路交通安全資材分野が

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
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減少したことにより、当事業の売上高は517百万円（前年同四半期比4.5%減）となり、セグメント

利益は、樹脂分野における新製品投入が貢献したことなどにより29百万円(前年同四半期比49.7%増)

となりました。 

（セグメント別売上高：参考値）  
（単位：百万円未満切捨）

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154百万円減少し9,562百万円とな

りました。 

流動資産は321百万円減少の6,547百万円となりました。これは主に、たな卸資産が68百万円増加した

ものの、受取手形及び売掛金が315百万円減少したことなどによるものであります。 

固定資産は、166百万円増加の3,014百万円となりました。これは主に、有形固定資産の増加115百万

円などによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ289百万円減少し、4,493百万円とな

りました。  

流動負債は、81百万円減少の3,225百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少59

百万円ならびに未払法人税等の減少47百万円などによるものであります。  

固定負債は、207百万円減少の1,267百万円となりました。これは主に、退職給付引当金が53百万円増

加したものの、長期借入金が273百万円減少したことなどによるものであります。  

当第３四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134百万円増加し、5,068百万円と

なりました。  

これは主に、利益剰余金の増加62百万円および為替換算調整勘定の増加53百万円などによるものであ

ります。  

平成26年３月期の通期の業績予想につきましては、平成25年11月１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。 

  

区分

平成25年３月期
第３四半期

平成26年３月期
第３四半期

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
5,011

％
83.0

百万円
5,045

％
83.4

百万円
34

％
0.7

 エンジニアリング部門 1,806 29.9 1,770 29.2 △35 △2.0

  機器部門 1,756 29.1 1,667 27.6 △89 △5.1

  変圧器部門 1,449 24.0 1,608 26.6 159 11.0

海外制御装置関連事業 486 8.0 484 8.0 △2 △0.4

樹脂関連事業 542 9.0 517 8.6 △24 △4.5

合計 6,040 100.0 6,047 100.0 7 0.1
 

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

東洋電機㈱(6655)平成26年３月期　第３四半期決算短信

- 3 -



  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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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３．四半期連結財務諸表 
（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 1,950,547 1,903,396

受取手形及び売掛金 3,698,299 3,383,269

商品及び製品 246,761 212,217

仕掛品 472,519 641,308

原材料及び貯蔵品 355,977 290,680

繰延税金資産 111,089 82,191

その他 34,062 34,652

貸倒引当金 △380 △359

流動資産合計 6,868,876 6,547,355

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 516,577 486,500

土地 1,109,287 1,199,486

建設仮勘定 － 61,276

その他（純額） 274,208 268,552

有形固定資産合計 1,900,073 2,015,816

無形固定資産   

土地使用権 184,322 209,610

その他 59,613 50,216

無形固定資産合計 243,935 259,827

投資その他の資産   

投資有価証券 338,542 346,518

繰延税金資産 181,452 200,106

その他 188,730 197,225

貸倒引当金 △4,839 △4,839

投資その他の資産合計 703,886 739,011

固定資産合計 2,847,896 3,014,655

資産合計 9,716,772 9,562,011
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(単位：千円)

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 1,481,891 1,422,680

短期借入金 1,246,764 1,240,510

未払法人税等 102,225 54,321

賞与引当金 175,880 115,406

製品補償引当金 15,000 14,170

その他 285,761 378,736

流動負債合計 3,307,522 3,225,825

固定負債   

長期借入金 680,934 407,697

長期未払金 68,020 75,716

繰延税金負債 5,371 5,371

退職給付引当金 422,429 476,343

役員退職慰労引当金 169,950 183,420

その他 128,464 119,162

固定負債合計 1,475,171 1,267,710

負債合計 4,782,694 4,493,535

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 3,065,816 3,128,371

自己株式 △177,281 △177,639

株主資本合計 4,783,025 4,845,223

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 43,166 53,693

為替換算調整勘定 9,640 63,036

その他の包括利益累計額合計 52,806 116,729

少数株主持分 98,246 106,523

純資産合計 4,934,078 5,068,476

負債純資産合計 9,716,772 9,562,011
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

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 6,040,089 6,047,666

売上原価 4,417,263 4,339,110

売上総利益 1,622,825 1,708,555

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 91,413 101,857

給料手当及び賞与 469,330 515,315

賞与引当金繰入額 35,426 44,033

退職給付費用 32,688 32,971

役員退職慰労引当金繰入額 36,919 15,685

福利厚生費 125,083 144,232

旅費及び交通費 63,267 67,516

減価償却費 44,611 43,501

賃借料 39,709 41,214

技術研究費 68,434 83,484

その他 453,533 430,419

販売費及び一般管理費合計 1,460,417 1,520,233

営業利益 162,408 188,322

営業外収益   

受取利息 1,156 1,755

受取配当金 18,600 16,993

受取賃貸料 13,586 15,153

生命保険配当金 21,454 －

為替差益 － 16,561

雑収入 17,953 14,446

営業外収益合計 72,750 64,911

営業外費用   

支払利息 19,122 20,550

不動産賃貸原価 8,548 10,587

雑損失 3,909 152

営業外費用合計 31,580 31,290

経常利益 203,578 221,943

特別利益   

固定資産売却益 18 0

投資有価証券売却益 － 3,848

特別利益合計 18 3,848

特別損失   

固定資産除却損 774 3,625

投資有価証券評価損 1,225 －

特別損失合計 1,999 3,625

税金等調整前四半期純利益 201,596 222,166
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(単位：千円)

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) 

法人税、住民税及び事業税 22,445 92,047

法人税等調整額 34,932 4,476

法人税等合計 57,378 96,523

少数株主損益調整前四半期純利益 144,218 125,643

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,596 △5,823

四半期純利益 142,621 131,466
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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：千円)

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 144,218 125,643

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,587 10,526

為替換算調整勘定 4,647 67,506

その他の包括利益合計 △12,940 78,032

四半期包括利益 131,277 203,676

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 128,825 195,389

少数株主に係る四半期包括利益 2,452 8,286
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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）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）

（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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