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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第148期

第１四半期連結累計
（会計）期間

第149期

第１四半期連結累計
(会計)期間

第148期

会計期間
自　平成20年６月１日

至　平成20年８月31日

自　平成21年６月１日

至　平成21年８月31日

自　平成20年６月１日

至　平成21年５月31日

売上高 （百万円） 6,605 6,784 33,226

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 111 △215 1,267

当期純利益又は四半期純損失
（△）

（百万円） △184 △361 103

純資産額 （百万円） 13,316 12,254 12,464

総資産額 （百万円） 35,357 31,929 32,780

１株当たり純資産額 （円） 299.28 277.69 282.40

１株当たり当期純利益又は四
半期純損失（△）

（円） △4.14 △8.19 2.32

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 37.7 38.4 38.0

営業活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） △1,598 △812 1,771

投資活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） △192 △43 △1,555

財務活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） 1,501 27 448

現金及び現金同等物の四半期
末（期末）残高

（百万円） 2,023 2,133 2,967

従業員数 （人） 1,077 1,052 1,047

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移について記載しておりま

せん。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式

が存在しないため記載しておりません。また、第148期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。 

 

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　 　 　 　 　 　 　

　

　

４ 【従業員の状況】

（1） 連結会社における状況

平成21年８月31日現在

従業員数（名） 1,052（339）

(注) １　従業員数は就業人員数です。

２　従業員数欄の(外書)は臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員です。　

　

（2） 提出会社の状況

平成21年８月31日現在

従業員数（名） 686（208）

(注) １　従業員数は就業人員数です。

２　従業員数欄の（外書）は臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員です。

　

EDINET提出書類

東洋電機製造株式会社(E01742)

四半期報告書

 3/26



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を主要製品の部門別に示すと、次のとおりです。

主要製品別部門の名称 　生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

交通事業 5,118 12.3

産業事業 1,072 △63.3

ＩＴ事業 249 △2.2

合計 6,440 △16.7

(注) １　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2)　受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を主要製品の部門別に示すと、次のとおりです。

主要製品別部門の名称 　受注高(百万円) 前年同四半期比(％)　受注残高(百万円)前年同四半期比(％)

交通事業 10,409 108.2 27,197 52.9

産業事業 2,197 △33.9 4,250 △36.8

ＩＴ事業 941 47.7 1,561 83.7

合計 13,548 51.2 33,009 30.1

(注) １　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3)　販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を主要製品の部門別に示すと、次のとおりです。

主要製品別部門の名称 　販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

交通事業 5,099 31.9

産業事業 1,455 △41.1

ＩＴ事業 229 △14.3

合計 6,784 2.7

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　当社グループの事業構造として第4四半期連結会計期間に売上が集中する傾向があるため、四半期連結会計期

間別の業績には季節的要因があります。
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２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

 

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

（1）　経営成績の分析

  当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、世界的な景気後退には歯止めがかかりつつあるもの

の、依然として国内企業の生産活動は停滞し、設備投資も冷え込みが続くなど厳しい状況が続いています。 

  このような経済状況の下、当社グループは本年６月１日からグループ企業価値のより一層の増大を目指

した新中期経営計画「チャレンジアッププラン」をスタートさせました。当計画の最初の四半期となる当

第１四半期連結会計期間における業績は次のとおりです。 

 

　受注高は、産業事業部門が減少したものの、交通事業部門およびＩＴ事業部門が大幅に増加したため、前年

同期比51.2％増の135億48百万円となりました。 

　売上高は、産業事業部門およびＩＴ事業部門が減少したものの、交通事業部門が増加したため、前年同期比

2.7％増の67億84百万円となりました。 

　損益面では、産業事業部門の売上高が大幅に減少した影響で、営業損益は前年同期比２億87百万円減の２

億39百万円の損失、経常損益は前年同期比３億27百万円減の２億15百万円の損失となりました。また、当四

半期純損失は３億61百万円となりました。なお、当社グループの事業構造として、第４四半期連結会計期間

に売上が集中する傾向があるため、四半期連結会計期間別の業績には季節的変動があります。 

　事業部門別の状況は、つぎのとおりです。 

①交通事業 

　受注高は、北京地下鉄向け車両用電機品の大型受注により、前年同期比108.2％増の104億９百万円となり

ました。売上高は、国内向けが好調で、前年同期比31.9％増の50億99百万円となりました。 

②産業事業 

　受注高は、国内企業の設備投資低迷の影響を受けて、前年同期比33.9％減の21億97百万円となりました。売

上高は、受注と同様の要因により、前年同期比41.1％減の14億55百万円となりました。 

③ＩＴ事業 

　受注高は、鉄道駅務関連のＩＣカード対応機器が好調で、前年同期比47.7％増の９億41百万円となりまし

た。売上高は、前年同期比14.3％減の２億29百万円となりました。 

 

（2）　財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計については、たな卸資産の増加10億54百万円、投資有価証券時価

評価の変動等による増加７億３百万円等がありましたが、現金及び預金の減少８億34百万円、受取手形及び

売掛金の減少14億37百万円等もあり、前連結会計年度末比８億51百万円減少の319億29百万円となりまし

た。

　負債合計については、短期借入金の増加が３億13百万円等ありましたが、支払手形及び買掛金の減少1億63

百万円、未払法人税等の減少１億93百万円、未払消費税等の減少１億22百万円等もあり、前連結会計年度末

比６億41百万円減少の196億75百万円となりました。

　純資産合計については、利益剰余金の減少６億26百万円、その他有価証券評価差額金の増加４億23百万円

等があり、前連結会計年度末比２億９百万円減少の122億54百万円となりました。
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（3）　キャッシュ・フローの状況

  当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

末より８億34百万円減少し、21億33百万円となりました。前年同四半期末に比べ１億10百万円の増加となり

ました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、８億12百万円の支出となりました。これは税金等調整前四半期純

損失２億15百万円を計上したこと及び、たな卸資産の増加による支出10億54百万円、賞与引当金の減少４億

11百万円、売上債権の減少による収入14億37百万円等によるものです。また、前年同四半期にたな卸資産が

17億97百万円増加しましたが、当第１四半期連結会計期間は10億54百万円の増加であったこと等により、

キャッシュ・フローは前年同四半期比７億86百万円の増加となりました。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、43百万円の支出となりました。これは有形固定資産取得にともな

う支出１億34百万円等によるものです。また、前年同四半期との比較においては、生命保険の満期保険金等

１億60百万円の収入等があったため、１億48百万円の増加となりました。　

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、27百万円の収入となりました。これは短期借入金の増加額３億43

百万円や配当金の支払２億65百万円等によるものです。また、前年同四半期は、短期借入金が18億円増加し

ましたが、当第１四半期連結会計期間においては３億43百万円の増加であったこと等により、前年同四半期

比14億74百万円の減少となりました。

　

（4）　事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間における当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。 

 

（中期経営計画について） 

　当社は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるため、10年先を見据えた長期ビ

ジョン「創業以来培ってきたモータドライブ技術をコア技術として、高度に情報化したマシン＆エレクト

ロニクスを融合したシステムにより、次世代高速鉄道と循環型社会の実現に挑戦する」のもと、平成21年６

月から平成24年５月までの中期３ケ年経営計画「チャレンジアッププラン」を策定しております。この

「チャレンジアッププラン」における基本方針の骨子はつぎのとおりです。 

①グループ企業価値の増大を目指します。 

・アライアンスを活用します。 

・連結事業部制を徹底します。 

・キャッシュフロー経営を徹底します。 

②海外展開を強化します。 

・中国と北米市場に注力します。 

・インド・ロシア市場での基盤を強化します。 

③新事業を創生します。 

・環境車両向けの電機品市場への参入を目指します。 

④新製品を開発します。 

・低炭素社会の実現に貢献する製品を開発します。 

・ＩＴ技術を利用したサービスを開発します。 

⑤ＣＳＲへの取り組みを強化します。 

・「環境理念」を制定し、地球環境保全への取り組みを強化します。 

⑥活力ある企業風土を創ります。 

・５Ｓ活動を継続し、職場環境を改善します。 

・人材育成システムを改善します。 

 

（買収防衛策について）

 当社は、平成20年７月14日に開催された当社取締役会において、会社法施行規則第127条に定める「株式会

社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（以下、「会社の支配に関す
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る基本方針」といいます。）を決定するとともに、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者に

よって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして「当社株券

等の大規模買付行為に関する対応策」（以下、「本プラン」といいます。）を以下のとおり決議し、平成20

年８月26日開催の第147回定時株主総会においてその導入が承認されました。  

①会社の支配に関する基本方針 

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特

定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の

確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の

大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。 

　ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることがで

きない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社

グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるた

めに必要な情報が十分に提供されないものもありえます。 

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のため

に、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。 

 ②基本方針の実現に資する取組みについて 

　当社は、基本方針の実現に向けて上記、中期経営計画の基本方針に基づく具体的な諸施策を推進、実行する

ことにより、グループ全体の業績と企業価値の向上を図っております。 

　また、当社は、経営理念である「倫理を重んじ、社会・顧客に貢献する」を企業活動の原点としており、企

業倫理に基づくコンプライアンスの重要性を認識するとともに、経営環境の変化に対応した迅速な意思決

定と健全かつ透明な経営を目指してコーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営の透明性の確保やコン

プライアンスを含めたコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう内部統制体制の強化と充実に努め

ております。 

 ③本プランの内容 

  本プランは、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針

の決定が支配されることを防止するための取り組みとして導入するものです。 

　当社取締役会は、当社株券等に対して大規模な買付行為等が行われようとした場合に、株主の皆様が適切

な判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行

われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時における情

報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を設定する

ことと致しました。 

  大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、またはルールが遵守されている場合であって

も、当該行為が株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、新株予約権の無償割当等、会社法そ

の他の法律および当社定款が認める対抗措置をとることとしております。本プランによる対抗措置の発動

に当たっては、当社取締役会はその決定の合理性・公正性を担保するため、独立委員会を設置し、当社取締

役会は独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、また必要に応じて株主総会の承認を得た上で、対抗措置の

発動を決議します。また、その判断の概要を適宜開示することとします。

  本プランの内容の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する平成20年７月

14日付けプレスリリース「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の導入について」を

ご覧ください。(http://www.toyodenki.co.jp/html/images/ir_147_11.pdf) 

 

 

  ④本プランの合理性について 

  本プランは、「企業価値、株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める

三原則を充足し、株主総会の承認を得て導入していることなどから、株主共同の利益を損なうものでなく、

当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。

 

（5） 研究開発活動の状況 

　当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は１億64百万円です。なお、当第１四半期連結会計期間に

おいて、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2)　設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

（1） 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 180,000,000

計 180,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
（平成21年８月31日）

提出日現在
発行数(株)

（平成21年10月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 46,575,000 46,575,000
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は1,000株で
あります。

計 46,575,000 46,575,000 ― ―

　

（2） 【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

 

（3） 【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

　　

（4） 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成21年６月１日～
平成21年８月31日

― 46,575 ― 4,482,840― 2,661,946

　

（5） 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

 なお、当社は、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社から平成21年9月24日付で関東財務局長

に提出された大量保有報告書により平成21年9月15日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受け

ておりますが、当該法人名義の実質所有株式数の確認ができておりません。

　上記大量保有報告書の内容は以下のとおりです。

　

氏名又は名称 住 所 保有株券等の数(千株) 株券等保有割合(％)

JPモルガン・アセット・
マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 3,564 7.65
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（6） 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成21年５月31日）に基づく株主名簿による記載を

しております。

① 【発行済株式】

平成21年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 

普通株式 
2,436,000

― ―

完全議決権株式（その他）
普通株式 
43,528,000

43,528 ―

単元未満株式
普通株式 
611,000

― ―

発行済株式総数 46,575,000― ―

総株主の議決権 ― 43,528 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式548株が含まれております。　　

　

② 【自己株式等】

平成21年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式） 
東洋電機製造株式会社

東京都中央区京橋 
二丁目９番２号

2,436,000― 2,436,0005.23

計 ― 2,436,000― 2,436,0005.23

 (注)　当第１四半期会計期間末の自己株式数は2,444,602株です。

 

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　６月 　７月 　８月

最高（円） 661 835 866

最低（円） 523 580 741

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年８月31日まで）は、改正前の四半期連

結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）及

び当第１四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）は、改正後の四半期連結財

務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年６月

１日から平成20年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、また、当第１四半期連結会計期間

（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年６月１日から

平成21年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レ

ビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,133,478 2,967,728

受取手形及び売掛金 6,951,765 ※３
 8,389,016

商品及び製品 ※４
 2,664,455 2,327,743

仕掛品 ※４
 3,966,872 3,583,181

原材料及び貯蔵品 2,348,223 2,014,542

その他 1,046,427 974,874

貸倒引当金 △49,794 △51,162

流動資産合計 19,061,427 20,205,925

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,602,237 4,609,086

減価償却累計額 △3,373,714 △3,350,380

建物及び構築物（純額） ※１
 1,228,522

※１
 1,258,706

機械装置及び運搬具 5,701,433 5,589,998

減価償却累計額 △4,337,952 △4,222,903

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 1,363,480

※１
 1,367,094

土地 ※１
 289,552

※１
 289,552

建設仮勘定 433,640 392,341

その他 2,181,958 2,153,051

減価償却累計額 △1,810,292 △1,768,316

その他（純額） ※１
 371,665

※１
 384,735

有形固定資産合計 3,686,862 3,692,431

無形固定資産

ソフトウエア 202,223 207,813

その他 39,113 36,313

無形固定資産合計 241,336 244,127

投資その他の資産

投資有価証券 7,046,905 6,343,674

その他 1,953,959 2,355,618

貸倒引当金 △60,850 △60,850

投資その他の資産合計 8,940,014 8,638,443

固定資産合計 12,868,214 12,575,001

資産合計 31,929,642 32,780,926
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,152,606 ※３
 5,315,837

短期借入金 4,475,120 4,161,480

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払法人税等 46,497 239,510

未払消費税等 36,497 159,361

未払費用 2,856,549 2,752,619

前受金 283,298 528,256

預り金 326,509 256,025

賞与引当金 426,204 837,611

役員賞与引当金 9,000 15,648

受注損失引当金 ※４
 363,623 327,469

その他 420,567 394,824

流動負債合計 14,596,475 15,188,643

固定負債

社債 680,000 680,000

長期借入金 1,300,000 1,320,000

退職給付引当金 2,799,397 2,838,681

役員退職慰労引当金 151,487 141,394

長期未払金 147,712 147,712

固定負債合計 5,078,596 5,127,787

負債合計 19,675,071 20,316,431

純資産の部

株主資本

資本金 4,482,840 4,482,840

資本剰余金 2,661,946 2,661,946

利益剰余金 5,035,653 5,661,791

自己株式 △824,334 △818,862

株主資本合計 11,356,106 11,987,716

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 933,305 509,373

為替換算調整勘定 △34,840 △32,595

評価・換算差額等合計 898,464 476,778

純資産合計 12,254,570 12,464,495

負債純資産合計 31,929,642 32,780,926
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(2)【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20年６月１日
　至 平成20年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
　至 平成21年８月31日)

売上高 6,605,017 6,784,211

売上原価 5,050,371 5,494,528

売上総利益 1,554,646 1,289,683

販売費及び一般管理費 ※１
 1,507,371

※１
 1,529,563

営業利益又は営業損失（△） 47,274 △239,880

営業外収益

受取利息 670 79

受取配当金 57,355 57,672

為替差益 29,082 －

雑収入 15,640 31,389

営業外収益合計 102,749 89,141

営業外費用

支払利息 31,573 31,812

固定資産廃棄損 2,629 4,264

為替差損 － 24,358

雑損失 4,177 4,361

営業外費用合計 38,380 64,797

経常利益又は経常損失（△） 111,643 △215,536

特別損失

課徴金 ※２
 46,580 －

特別損失合計 46,580 －

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（△）

65,063 △215,536

法人税、住民税及び事業税 18,324 41,250

法人税等調整額 231,072 104,521

法人税等合計 249,396 145,771

四半期純損失（△） △184,332 △361,307
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
　至 平成20年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
　至 平成21年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）

65,063 △215,536

減価償却費 209,843 203,135

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,680 △1,367

賞与引当金の増減額（△は減少） △414,558 △411,406

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,819 △39,284

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,784 10,093

受取利息及び受取配当金 △58,026 △57,752

支払利息 31,573 31,812

売上債権の増減額（△は増加） 1,438,105 1,437,126

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,797,015 △1,054,099

仕入債務の増減額（△は減少） △691,409 △160,549

受注損失引当金の増減額（△は減少） △39,365 36,154

その他 △178,055 △385,970

小計 △1,408,560 △607,644

利息及び配当金の受取額 58,026 57,752

利息の支払額 △31,938 △32,019

法人税等の支払額 △216,288 △230,563

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,598,760 △812,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △150,120 △134,533

有形固定資産の売却による収入 4,264 －

投資有価証券の取得による支出 △6,176 △2,569

その他 △40,154 93,852

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,188 △43,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,800,252 343,205

長期借入金の返済による支出 △25,000 △45,000

自己株式の取得による支出 △2,432 △5,472

配当金の支払額 △271,244 △265,170

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,501,576 27,562

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,081 △6,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △284,290 △834,249

現金及び現金同等物の期首残高 2,230,563 2,967,728

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

76,969 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,023,243 2,133,478
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年６月１日

　至　平成21年８月31日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

請負工事に係る収益の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進

行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりま

す。

　これによる売上高、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。

　

　

　【表示方法の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自  平成21年６月１日  
至  平成21年８月31日)

(四半期連結貸借対照表関係)

前第１四半期連結会計期間末において、「たな卸資産」として表示しておりました「商品及び製品」「仕掛

品」および「原材料及び貯蔵品」は、前連結会計年度末に、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用され、たな卸資産の表示が変更されたことから、連結財務諸表への比較可能性

を向上させるために区分表示しております。なお、前第１四半期連結会計期間末の「商品及び製品」「仕掛品」お

よび「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ2,851,319千円、3,520,098千円、1,957,760千円であります。

 

　

【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年６月１日

　至　平成21年８月31日)

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）

　法人税等の計上に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によって算定して
おります。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況
に著しい変化が無いと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ
ングを利用する方法によっております。

 

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第1四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　

当第１四半期連結会計期間末

(平成21年８月31日)

前連結会計年度末

(平成21年５月31日)

※１　担保に供している資産

　担保提供資産

建物及び構築物 648,879千円

機械装置及び運搬具 1,127,991千円

有形固定資産のその他 290,731千円

土地 158,500千円

　　計 2,226,102千円

 

※１　担保に供している資産

　担保提供資産

建物及び構築物 670,875千円

機械装置及び運搬具 1,112,320千円

有形固定資産のその他 297,338千円

土地 158,500千円

　　計 2,239,035千円

 

　２　偶発債務 　２　偶発債務

　関係会社の金融機関からの借入金に対して、次の
とおり債務保証を行っております。

天津東洋電機国際貿易有限公司 31,211千円

湖南湘電東洋電気有限公司 135,700千円

 

　関係会社の金融機関からの借入金に対して、次の
とおり債務保証を行っております。

天津東洋電機国際貿易有限公司 32,154千円

湖南湘電東洋電気有限公司 139,800千円

 

　　　　　　　　　――――――――

 

 

※３　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、満期日に
決済が行われたものとして処理しております。
　なお、当連結会計年度末が金融機関の休日であっ
たため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行わ
れたものとして処理しております。

受取手形 160,004千円

支払手形 23,010千円

 

※４　たな卸資産および受注損失引当金の表示

　　　損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産は、こ
れに対応する受注損失引当金157,982千円（うち、
商品及び製品に係る受注損失引当金868千円、仕掛
品に係る受注損失引当金157,114千円）を相殺表
示しております。

 

　　　　　　　　　――――――――　　　　　　　　
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（四半期連結損益計算書関係）

　第１四半期連結累計期間

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成20年６月１日

　至　平成20年８月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年６月１日

　至　平成21年８月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりです。

給料諸手当 383,626千円

賞与引当金繰入額 120,966千円

役員賞与引当金繰入額 9,000千円

退職給付費用 75,207千円

役員退職慰労引当金繰入額 11,784千円

 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりです。

給料諸手当 413,871千円

賞与引当金繰入額 138,579千円

役員賞与引当金繰入額 9,000千円

退職給付費用 89,295千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,093千円

 

※２　特別損失

　過去の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律違反についての課徴金です。

 

　　　　　　　　　――――――――

　３　季節的変動要因

　　　当社グループの事業構造として、第４四半期連結会
計期間に売上が集中する傾向があるため、四半期連
結会計期間別の業績には季節的変動があります。

 

　３　季節的変動要因

　　　当社グループの事業構造として、第４四半期連結会
計期間に売上が集中する傾向があるため、四半期連
結会計期間別の業績には季節的変動があります。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成20年６月１日

　至　平成20年８月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年６月１日

　至　平成21年８月31日)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借
対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年８月31日現在)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借
対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　(平成21年８月31日現在)

　

現金及び預金勘定 2,023,243千円

現金及び現金同等物 2,023,243千円

　

　

現金及び預金勘定 2,133,478千円

現金及び現金同等物 2,133,478千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　

至　平成21年８月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末

　普通株式(株) 46,575,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末

　普通株式(株) 2,444,602

　

３　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成21年８月28日　
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 264,830 6.00平成21年５月31日平成21年８月31日

　

(2)　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　 該当事項はありません。

　

４　株主資本の著しい変動に関する事項

　　 該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

東洋電機製造株式会社(E01742)

四半期報告書

20/26



（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）

　当連結グループの主な事業内容は、電気機械器具の製造及び販売です。一セグメントの売上・営業損

益及び資産の金額はいずれも全セグメントに占める割合が90％を超えるため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

　当連結グループの主な事業内容は、電気機械器具の製造及び販売です。一セグメントの売上・営業損

益及び資産の金額はいずれも全セグメントに占める割合が90％を超えるため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）

　 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,186,27398,0741,284,347

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 6,605,017

Ⅲ　連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

18.0 1.5 19.4

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

①アジア・・・中国、韓国、パキスタン

②その他・・・北米、ヨーロッパ他

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

　 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 778,049340,7771,118,826

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 6,784,211

Ⅲ　連結売上高に占める海
外売上高の割合
（％）

11.5 5.0 16.5

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

①アジア・・・中国、パキスタン、韓国他 

②その他・・・北米、ヨーロッパ他 

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。
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(有価証券関係)

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

　ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末

(平成21年８月31日)

前連結会計年度末

(平成21年５月31日)

　

１株当たり純資産 277.69円

　

　

１株当たり純資産 282.40円

　

　 　

　

２　１株当たり四半期純損失金額

  第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間

(自　平成20年６月１日

　至　平成20年８月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年６月１日

　至　平成21年８月31日)

　

１株当たり四半期純損失 4.14円

　

　

１株当たり四半期純損失 8.19円

　

　 　

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失が計上されており、また潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

　　２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　

前第１四半期連結累計期間

(自　平成20年６月１日

　至　平成20年８月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年６月１日

　至　平成21年８月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（千円） 184,332 361,307

普通株式に係る四半期純損失（千円） 184,332 361,307

普通株式の期中平均株式数（千株） 44,499 44,134

（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

　該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　リース取引残高に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年10月14日

東洋電機製造株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士　　里　村　　　　豊　　印

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士　　小　倉　　邦　路　　印

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士　　伊　藤　　栄　司　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東洋

電機製造株式会社の平成20年６月１日から平成21年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

(平成20年６月１日から平成20年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東洋電機製造株式会社及び連結子会社の平成

20年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年10月14日

東洋電機製造株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士　　里　村　　　　豊　　印

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士　　小　倉　　邦　路　　印

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士　　伊　藤　　栄　司　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東洋

電機製造株式会社の平成21年６月１日から平成22年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

(平成21年６月１日から平成21年８月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年６月１日から平成21

年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東洋電機製造株式会社及び連結子会社の平成

21年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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