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(百万円未満切捨て)

１．2021年５月期第３四半期の連結業績（2020年６月１日～2021年２月28日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年５月期第３四半期 24,108 △15.8 33 △93.0 326 △52.5 416 △40.0

2020年５月期第３四半期 28,621 △3.2 472 － 687 － 693 294.2
(注) 包括利益 2021年５月期第３四半期 265百万円( －％) 2020年５月期第３四半期 △1,250百万円( －％)
　

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

2021年５月期第３四半期 46.54 －

2020年５月期第３四半期 77.54 －
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年５月期第３四半期 55,025 24,180 43.9

2020年５月期 55,165 24,183 43.8
(参考) 自己資本 2021年５月期第３四半期 24,180百万円 2020年５月期 24,183百万円
　　　

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

2020年５月期 － 0.00 － 30.00 30.00

2021年５月期 － 0.00 －

2021年５月期(予想) 30.00 30.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　　　

３．2021年５月期の連結業績予想（2020年６月１日～2021年５月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 34,000 △13.0 250 △76.6 500 △58.6 700 △35.3 78.28
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 -社（社名） 、除外 -社（社名）
　　

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年５月期３Ｑ 9,735,000株 2020年５月期 9,735,000株

② 期末自己株式数 2021年５月期３Ｑ 793,888株 2020年５月期 793,403株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年５月期３Ｑ 8,941,372株 2020年５月期３Ｑ 8,941,867株

　　
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
　上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要
因によって異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては３ページ「連結業績予想などの将
来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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

当第３四半期連結累計期間（2020年６月１日～2021年２月28日）における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症

の拡大とそれに伴う２度にわたる緊急事態宣言の影響等により依然として厳しい状況が続いておりますが、製造業にお

ける設備投資には回復の兆しが見え始めました。海外では、米国など一部に経済持ち直しの動きが見えるものの、欧州

を中心に新型コロナウイルス感染症が再拡大し、経済活動ヘの制約が継続しております。その中で、いち早く新型コロ

ナウイルス感染症の拡大が収束した中国の景気は緩やかな回復を続けています。

　現在、我が国を含めて世界各国でワクチン接種が始まりつつありますが、先行き不透明感が拭えない状況が続いてお

ります。

　このような環境のもと、当社グループも鉄道事業者における車両の新造・置換計画や製造業における設備更新計画の

見直し・先送りが一部で見られるなど、新型コロナウイルス感染症の影響を受けました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間における業績は次のとおりとなっております。

　受注高は、前年同期比26.6％減の221億49百万円となりました。

　売上高は、前年同期比15.8％減の241億８百万円となりました。

　損益面では、営業利益は、前年同期比93.0％減の33百万円、経常利益は同52.5％減の３億26百万円、親会社株主に帰

属する四半期純利益は同40.0％減の４億16百万円となりました。

　報告セグメント別の状況は次のとおりです。

＜交通事業＞

　新型コロナウイルス感染症の影響により、鉄道事業者の車両の新造・置換計画の先送りが一部に生じていること

から、主に受注に影響が出ております。

　受注高は、JR向けは増加したものの、民鉄向け、中国向け、海外（中国以外）向けが減少したことから、前年同

期比28.8％減の146億19百万円となりました。

　売上高は、JR向け、民鉄向けは前年同期並みを確保したものの、中国向け、海外（中国以外）向けが減少したこ

とから、前年同期比10.1％減の158億30百万円となりました。

　セグメント利益は、売上高や子会社利益が減少したものの、原価管理や工程管理の強化に取り組んだことにより、

前年同期並みの14億49百万円となりました。

＜産業事業＞

　新型コロナウイルス感染症の影響により、設備新設・更新の先送りが見られたことに加え、顧客と接する活動の

制約もあり、受注及び売上に影響が出ております。

　受注高は、主に試験機向け及び加工機向けが減少したことから、前年同期比14.2％減の71億１百万円となりまし

た。

　売上高は、主に試験機向け、電源向けが減少したことから、前年同期比23.2％減の74億23百万円となりました。

　セグメント利益は、原価管理の強化等に努めたものの、売上高減少の影響等により、前年同期比43.7％減の４億

35百万円となりました。

＜情報機器事業＞

　受注高は、前期の消費税率改定に伴うソフトウエア改修需要の反動減等により、前年同期比68.7％減の４億24百

万円となりました。

　売上高は、受注高と同様の事由により、前年同期比36.5％減の８億51百万円となりました。

　セグメント利益は、売上高が減少したことから、前年同期比37.2％減の２億44百万円となりました。

※報告セグメント別の売上高については、「外部顧客への売上高」であり、「セグメント間の内部売上高又は振替

高」は含みません。
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（２）財政状態に関する説明

（資産の部）

　当第３四半期連結会計期間末の資産合計については、棚卸資産の増加５億29百万円などがありましたが、売上債

権の減少３億58百万円、投資有価証券の減少６億円などがあり、前連結会計年度末比１億40百万円減少の550億25百

万円となりました。

（負債の部）

　当第３四半期連結会計期間末の負債合計については、借入金の増加19億81百万円がありましたが、仕入債務の減

少13億38百万円、賞与引当金の減少４億63百万円などがあり、前連結会計年度末比１億37百万円減少の308億44百万

円となりました。

（純資産の部）

　当第３四半期連結会計期間末の純資産合計については、利益剰余金の増加１億47百万円などがありましたが、そ

の他有価証券評価差額金の減少２億25百万円などがあり、前連結会計年度末比２百万円減少の241億80百万円となり

ました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

国内外の経済状況は、新型コロナウイルス感染症の再拡大の懸念も残るなど、依然として先行き不透明感は強いもの

の、各種政策の効果や中国をはじめとする海外経済の回復の動きもあり、設備投資に持ち直しの兆しも見られます。特

に中国における鉄道インフラ需要の回復、中でも高速鉄道や、都市交通のメンテナンス需要については今後の回復に向

けた動きも出始めており、製造設備においても中国・韓国などからの引合いが増加しつつあります。現在、世界各国に

おいて、ワクチン接種が開始されており、新型コロナウイルス感染症の収束と経済の回復が期待されます。

　また、国内においては、非常用電源など国土強靭化に向けたインフラ設備の増強や車両の電動化に対応した試験装置

の増加など脱炭素を始めとするサステナブルな社会の実現に向けた取組みが本格化しています。「ポストコロナ」に向

けた新たな顧客ニーズが顕在化しつつある中、当社事業が貢献できる領域はさらに拡がっていくものと考えておりま

す。

　こうした事業環境の変化を受け、当社グループは中期経営計画「リ・バイタライズ2020（Revitalize2020）」（最終

年度：2022年５月期）の見直しを行い、2021年１月に、「リ・バイタライズ2022（Revitalize2022）」として公表し取

り組んでおります。前半２年間（2019年５月期～2020年５月期）の採算改善の取組みの成果の上に、後半２年間を「稼

ぐ力を蓄積し、成長軌道に戻す期間」として事業環境の変化に対応した見直しを行い、引き続き、利益を安定的に生み

出す“筋肉質な”事業運営体制の確立と規模の拡大に向けた施策に取り組んでまいります。

　なお、2020年11月27日に公表いたしました2021年５月期の通期連結業績予想についての変更はありません。

　※上記に記載した業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,293 3,720

受取手形及び売掛金 14,135 14,063

電子記録債権 1,538 1,251

商品及び製品 756 555

仕掛品 3,424 3,985

原材料及び貯蔵品 2,996 3,166

前渡金 13 28

未収入金 39 94

その他 86 292

貸倒引当金 △0 △2

流動資産合計 26,284 27,156

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 12,269 12,330

減価償却累計額 △5,515 △5,826

建物及び構築物（純額） 6,753 6,504

機械装置及び運搬具 8,179 8,316

減価償却累計額 △7,120 △7,374

機械装置及び運搬具（純額） 1,059 942

土地 1,301 1,301

建設仮勘定 86 28

その他 4,654 4,815

減価償却累計額 △3,929 △4,166

その他（純額） 724 648

有形固定資産合計 9,925 9,424

無形固定資産

ソフトウエア 462 327

ソフトウエア仮勘定 14 33

その他 14 14

無形固定資産合計 490 374

投資その他の資産

投資有価証券 15,434 14,834

繰延税金資産 170 171

その他 2,865 3,069

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 18,463 18,069

固定資産合計 28,880 27,868

資産合計 55,165 55,025

　



東洋電機製造株式会社(6505) 2021年５月期 第３四半期決算短信

5

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,224 1,735

電子記録債務 5,877 5,026

短期借入金 2,207 4,685

未払費用 606 663

未払法人税等 334 58

未払消費税等 310 32

前受金 45 84

預り金 198 202

役員賞与引当金 36 27

賞与引当金 876 413

受注損失引当金 732 842

その他 218 270

流動負債合計 13,669 14,043

固定負債

長期借入金 12,344 11,847

長期未払金 25 17

繰延税金負債 930 869

退職給付に係る負債 4,010 4,064

その他 3 2

固定負債合計 17,312 16,800

負債合計 30,981 30,844

純資産の部

株主資本

資本金 4,998 4,998

資本剰余金 3,177 3,177

利益剰余金 11,610 11,758

自己株式 △1,280 △1,281

株主資本合計 18,505 18,653

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,727 5,502

為替換算調整勘定 79 121

退職給付に係る調整累計額 △129 △96

その他の包括利益累計額合計 5,677 5,527

純資産合計 24,183 24,180

負債純資産合計 55,165 55,025
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年６月１日
　至 2020年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
　至 2021年２月28日)

売上高 28,621 24,108

売上原価 22,788 18,929

売上総利益 5,833 5,179

販売費及び一般管理費 5,361 5,145

営業利益 472 33

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 223 208

持分法による投資利益 40 83

為替差益 － 6

災害に伴う受取保険金 92 34

雑収入 35 37

営業外収益合計 393 370

営業外費用

支払利息 67 50

固定資産廃棄損 0 0

為替差損 30 －

災害復旧費用 68 －

雑損失 10 25

営業外費用合計 177 76

経常利益 687 326

特別利益

投資有価証券売却益 447 407

特別利益合計 447 407

税金等調整前四半期純利益 1,135 734

法人税、住民税及び事業税 301 294

法人税等調整額 140 23

法人税等合計 442 318

四半期純利益 693 416

親会社株主に帰属する四半期純利益 693 416
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年６月１日
　至 2020年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
　至 2021年２月28日)

四半期純利益 693 416

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,891 △225

為替換算調整勘定 △11 50

退職給付に係る調整額 35 33

持分法適用会社に対する持分相当額 △76 △8

その他の包括利益合計 △1,943 △150

四半期包括利益 △1,250 265

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,250 265

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

　



東洋電機製造株式会社(6505) 2021年５月期 第３四半期決算短信

8

（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）

　 該当事項はありません。

（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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自 2019年６月１日 至 2020年２月29日）

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１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

交通事業 産業事業
情報機器
事業

売上高

外部顧客への売上高 17,610 9,667 1,339 4 28,621 － 28,621

セグメント間の内部売上高又
は振替高

4 0 － 391 396 △396 －

計 17,615 9,667 1,339 395 29,018 △396 28,621

セグメント利益 1,459 772 388 5 2,627 △2,154 472

(注) １ 「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、労働者派遣に関連する業務などで

す。

２ セグメント利益の調整額△2,154百万円は、セグメント間取引消去△０百万円、各報告セグメントに帰属し

ない全社費用△2,154百万円です。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費

です。

３ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第３四半期連結累計期間（自 2020年６月１日 至 2021年２月28日）

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１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

交通事業 産業事業
情報機器
事業

売上高

外部顧客への売上高 15,830 7,423 851 3 24,108 － 24,108

セグメント間の内部売上高又
は振替高

48 0 － 260 309 △309 －

計 15,878 7,423 851 263 24,417 △309 24,108

セグメント利益又は損失（△） 1,449 435 244 △34 2,094 △2,060 33

(注) １ 「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、労働者派遣に関連する業務などで

す。

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,060百万円は、セグメント間取引消去１百万円、各報告セグメ

ントに帰属しない全社費用△2,062百万円です。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及

び研究開発費です。

３ セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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３．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

①生産状況

事業の種類別
セグメント

前第３四半期連結累計期間
（自 2019年６月１日

　 至 2020年２月29日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2020年６月１日

　 至 2021年２月28日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

交通事業 17,540 61.8 15,729 68.4

産業事業 9,740 34.3 6,933 30.2

情報機器事業 1,115 3.9 327 1.4

その他 － － － －

合計 28,397 100.0 22,991 100.0

（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受注状況

事業の種類別
セグメント

前第３四半期連結累計期間
（自 2019年６月１日

　 至 2020年２月29日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2020年６月１日

　 至 2021年２月28日）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

交通事業 20,533 25,522 14,619 22,932

産業事業 8,274 5,790 7,101 5,036

情報機器事業 1,355 716 424 112

その他 4 － 3 －

合計 30,167 32,029 22,149 28,082

（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販売状況

事業の種類別
セグメント

前第３四半期連結累計期間
（自 2019年６月１日

　 至 2020年２月29日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2020年６月１日

　 至 2021年２月28日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

交通事業 17,610 61.5 15,830 65.7

産業事業 9,667 33.8 7,423 30.8

情報機器事業 1,339 4.7 851 3.5

その他 4 0.0 3 0.0

合計 28,621 100.0 24,108 100.0

（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。

　


