
平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

平成20 年８月11 日 

上 場 会 社 名 萬世電機株式会社   上場取引所 大証二部 

コ ー ド 番 号 ７５６５    （ＵＲＬ http://www.mansei.co.jp） 

代 表 者 代表取締役社長 占部 嘉英 

問合せ先責任者 取締役管理本部長 村山 憲司  ＴＥＬ(０６)６４５４－８２１１ 

四半期報告書提出予定日 平成20 年８月12 日 

(百万円未満切捨） 

１．平成21 年３月期第１四半期の連結業績（平成20 年４月１日～平成20 年６月30 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 四半期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21 年３月期第１四半期 6,621 - 134 - 168 - 82 -

20 年３月期第１四半期 6,006 1.6 88 △8.3 111 71.3 61 71.7

  

 
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

21 年３月期第１四半期 17 95 －

20 年３月期第１四半期 13 46 －

 

(２)連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円   銭

21 年３月期第１四半期 16,013 7,207 45.0 1,570 72

20 年３月期 16,264 7,110 43.7 1,549 60

     (参考) 自己資本 21 年３月期第１四半期    7,207 百万円  20 年３月期    7,110 百万円 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

20 年３月期 － ７ 00 － 10 00 17 00

21 年３月期 － － － － －

21 年３月期（予想） － ８ 50 － ８ 50 17 00

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有     

（注）平成20 年３月期期末配当金は、記念配当３円含む。 

         

３．21 年３月期の連結業績予想（平成20 年４月１日～平成21 年３月31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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 

連結累計期間 
14,700 - 380 - 380 - 210 - 45 77

通 期 30,000 7.3 800 5.2 800 3.0 450 14.7 98 07

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

 

 



 

４．その他 

(１)期中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)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

 

(３)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更         無 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

 

(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） 21 年３月期第１四半期 4,600,000 株 20 年３月期 4,600,000 株

② 期末自己株式数 21 年３月期第１四半期 11,355 株 20 年３月期 11,355 株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21 年３月期第１四半期 4,588,645 株 20 年３月期第１四半期 4,589,659 株

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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、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 

の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 

３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関す 

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」 

に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格高騰や原材料価格高騰が続き、個人消費や設備投資マインドが冷え

込むなど、景気の減速感が強まりました。 

 当社グループの関連する業界につきましては、ＦＡ（ファクトリーオートメーション）機器は堅調に推移しており

ますが、建築投資は低迷しました。   

 このような状況の中、当社グループは、顧客起点のビジネスの推進、社内連携の強化による顧客ボリュームの拡

大、市場の拡大に努めております。 

 当第１四半期は設備の更新需要が堅調に推移し、売上高は66億21百万円となり、営業利益は１億34百万円、経常利

益は１億68百万円、四半期純利益は82百万円となりました。 

  

 取扱商品の部門別状況は、次のとおりであります。 

（電気機器）          売上高22億28百万円 

 電気機器につきましては、配電制御機器が建築投資減退に伴う受注量の減少により、またＦＡ機器が案件の一時的

な谷間と重なったこともあり低調な推移となりました。 

  

（電子デバイス・情報通信機器） 売上高24億64百万円 

 半導体・電子デバイスにつきましては、産業用パワーデバイス、ＨＤＤが計画どおり推移しておりますが、その他

半導体は低調な推移となりました。情報通信機器は、アミューズメント向けＦＡパソコンが堅調に推移しました。 

  

（設備機器）          売上高12億68百万円 

 設備機器につきましては、工場、ビルのリニューアル工事、食品店舗の新築、リニューアル工事需要が活発な状況

であり、業務用空調機、冷凍機、ショーケースなどの冷熱機器及び関連工事が堅調に推移しました。 

  

（産業機械・その他）      売上高６億58百万円 

 産業機械につきましては、設備投資マインドが低下しており厳しい状況で推移しておりますが、鉄鋼・自動車関連

の設備投資及び環境保全型投資が継続していることから、重電機器その他が堅調に推移しました。 

（単位：百万円）

  前年同四半期 当四半期 増減額 前年同期比（％） 

電気機器 2,268 2,228 △39 98.2 

電子デバイス・情報通信機器 2,390 2,464 74 103.1 

設備機器 912 1,268 356 139.0 

産業機械・その他 434 658 224 151.7 

合計 6,006 6,621 615 110.2 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期末における資産合計は160億13百万円（前連結会計年度末比２億50百万円減）となりました。 

 流動資産は139億60百万円（同比２億87百万円減）となりました。これは主にたな卸資産は１億77百万円増加しま

したが、現金及び預金が１億13百万円、受取手形及び売掛金が２億46百万円、未収入金が１億24百万円減少したこと

によるものです。固定資産は20億53百万円（同比36百万円増）となりました。これは主に投資有価証券が97百万円増

加し、繰延税金資産が48百万円減少したことによるものです。 

（負債） 

 負債合計は88億６百万円（同比３億47百万円減）となりました。 

 流動負債は84億21百万円（同比３億55百万円減）となりました。これは主に未払法人税等が１億６百万円減少した

ことによるものです。固定負債は３億84百万円（同比７百万円増）となりました。これは主に退職給付引当金が２百

万円、役員退職慰労引当金が３百万円増加したことによるものです。 

（純資産） 

 純資産合計は72億７百万円（同比96百万円増）となりました。これは主に利益剰余金が36百万円、その他有価証券

評価差額金が57百万円増加したことによるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は21億65百万円（前連結会計年度末比１億13百万円減）となり

ました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により使用した資金は66百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を１億68百万円計上

したことに加え、売上債権の減少により資金が２億円、仕入債務の増加により資金が１億74百万円増加しましたが、

たな卸資産の増加により資金が１億77百万円、未払賞与の減少により資金が１億91百万円、法人税等の支払により資

金が１億83百万円減少したことによるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は３百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得のために資金を６百万円使

用したことによるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は45百万円となりました。これは配当金の支払のために資金を45百万円使用したこと

によるものです。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、概ね計画どおりに推移しており、平成20年５月12日発表の業績予想から修正して

おりません。 



４．その他 

（１）期中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） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ① 簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している有形固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定し

ております。 

  

 ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。な

お、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 ① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 

 賞与引当金 

 前連結会計年度においては、従業員賞与の確定額を未払費用として計上しておりましたが、当第１四半期連結会

計期間は支給額が確定していないため、支給見込額を賞与引当金として計上しております。なお、前連結会計年度

においては支給確定額191,150千円を流動負債（その他）に含めて計上しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（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20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,165,849 2,279,403

受取手形及び売掛金 10,312,086 10,558,482

商品 1,039,289 861,605

繰延税金資産 110,598 110,598

未収入金 289,997 414,253

その他 45,530 26,360

貸倒引当金 △3,093 △3,167

流動資産合計 13,960,258 14,247,536

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 183,682 186,739

土地 165,074 165,074

その他（純額） 23,325 24,688

有形固定資産合計 372,082 376,502

無形固定資産 80,566 88,140

投資その他の資産   

投資有価証券 1,429,414 1,332,077

繰延税金資産 84,220 132,671

その他 109,648 109,830

貸倒引当金 △22,472 △22,079

投資その他の資産合計 1,600,810 1,552,499

固定資産合計 2,053,459 2,017,141

資産合計 16,013,718 16,264,678

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,401,934 7,351,255

短期借入金 580,000 580,000

未払法人税等 79,120 186,101

賞与引当金 96,345 －

役員賞与引当金 6,953 27,000

その他 257,196 632,268

流動負債合計 8,421,550 8,776,625

固定負債   

退職給付引当金 146,398 143,506

役員退職慰労引当金 174,300 170,800

その他 63,978 63,204

固定負債合計 384,676 377,511

負債合計 8,806,227 9,154,136



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,005,000 1,005,000

資本剰余金 838,560 838,560

利益剰余金 5,278,446 5,241,957

自己株式 △6,910 △6,910

株主資本合計 7,115,096 7,078,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 96,913 39,129

為替換算調整勘定 △4,518 △7,193

評価・換算差額等合計 92,394 31,935

純資産合計 7,207,491 7,110,542

負債純資産合計 16,013,718 16,264,678



（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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 6,621,362

売上原価 5,840,492

売上総利益 780,870

販売費及び一般管理費 646,304

営業利益 134,565

営業外収益  

受取利息 10,517

受取配当金 7,842

為替差益 18,390

その他 2,672

営業外収益合計 39,422

営業外費用  

支払利息 2,233

売上割引 3,368

その他 278

営業外費用合計 5,880

経常利益 168,107

税金等調整前四半期純利益 168,107

法人税、住民税及び事業税 85,731

法人税等合計 85,731

四半期純利益 82,375



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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 168,107

減価償却費 14,790

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,891

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,047

賞与引当金の増減額（△は減少） 96,345

未払賞与の増減額（△は減少） △191,151

受取利息及び受取配当金 △18,359

支払利息 2,233

為替差損益（△は益） △3,864

有価証券売却損益（△は益） 8

売上債権の増減額（△は増加） 200,589

たな卸資産の増減額（△は増加） △177,291

仕入債務の増減額（△は減少） 174,431

その他 △149,278

小計 102,905

利息及び配当金の受取額 15,863

利息の支払額 △1,777

法人税等の支払額 △183,635

営業活動によるキャッシュ・フロー △66,644

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 △6,811

無形固定資産の取得による支出 △675

有価証券の取得による支出 △225,704

有価証券の売却による収入 198,553

投資事業組合からの分配による収入 30,900

その他 511

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,226

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △45,886

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,886

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △113,554

現金及び現金同等物の期首残高 2,279,403

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,165,849



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

① 事業の種類別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 当社企業グループは、三菱電機グループ製品の販売を主としており、製品の種類・性質・販売市場等の類似性

から判断して、事業の種類別セグメントは記載しておりません。  

② 所在地別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略しております。

③ 海外売上高 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）   

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（６）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。 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期第１四半期）

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 6,006,104 

Ⅱ 売上原価 5,248,945 

売上総利益 757,158 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 668,555 

営業利益 88,603 

Ⅳ 営業外収益 32,142 

 受取利息・受取配当金  11,075 

 その他 21,066 

Ⅴ 営業外費用 9,315 

 支払利息 2,460 

 その他  6,854 

経常利益 111,430 

税金等調整前四半期純利益 111,430 

法人税等 49,651 

四半期純利益 61,778 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期第１四半期）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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  111,430 

 減価償却費  15,203 

 売上債権の増減額（△は増加） 1,664,768 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △88,020 

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,305,281 

 法人税等の支払額  △166,886 

 その他  △164,833 

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,381 

Ⅱ 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  △1,912 

 無形固定資産の取得による支出  △3,292 

 有価証券の取得による支出  △851 

 有価証券の売却による収入  1,053 

 その他  7,593 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,591 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △45,901 

 その他  △500 

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,402 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 4,188 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 26,759 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,324,933 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,351,692 



（３）セグメント情報 

① 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19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 当社企業グループは、三菱電機グループ製品の販売を主としており、製品の種類・性質・販売市場等の類似性

から判断して、事業の種類別セグメントは記載しておりません。  

② 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19年４月１日 至 平成19年６月30日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略しております。

③ 海外売上高 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）   

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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