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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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 ％

21年3月期第2四半期 28,143 ― 1,749 ― 1,772 ― 1,002 ―

20年3月期第2四半期 33,086 8.2 2,229 △10.1 2,333 △9.8 1,368 △8.5

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2四半期 16.22 ―

20年3月期第2四半期 22.76 ―

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2四半期 66,039 39,862 59.3 633.90
20年3月期 63,838 39,515 60.8 627.45

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  39,182百万円 20年3月期  38,791百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 60,000 △11.0 3,500 △19.5 3,500 △5.7 2,000 △14.6 32.35

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3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） 

（注）詳細は3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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項 
（1）今後の業績予想につきましては，平成20年10月24日の発表の数値を修正していません。 
（2）業績予想につきましては，本資料の発表日現在において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。 
（3）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 平成19年３月14日）および「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 平成19年３月14日）を適用しています。また，「四半期連結財務諸表規則」にしたがい四半期連結財務諸表を作成しています。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  64,860,935株 20年3月期  64,860,935株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,048,733株 20年3月期  3,037,090株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  61,818,757株 20年3月期第2四半期  60,110,473株
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当第２四半期累計期間における日本経済は，前期からの素材価格などの高騰にともなうコスト増やサブ

プライムローンの問題に端を発した金融市場の混乱により企業収益が減少し，個人消費も振るわず低調な

まま推移しました。また，企業収益の悪化を背景に設備投資も減速しており，依然として景気の動向は不

透明なままです。 

 このような情勢のもと，当社グループは，第５次中期経営計画に基づき，すべての事業部門の製品や業

務品質を業界トップレベルに引き上げるための諸施策に取り組みました。 

 その結果，当第２四半期累計期間の連結売上高は 28,143百万円（前年同期比 14.9%減）となり，連結

営業利益は 1,749百万円（同 21.5%減），連結経常利益は 1,772百万円（同 24.0%減），連結四半期純利

益は 1,002百万円（同 26.7%減）となりました。 

 なお，前年同期比は参考として記載しています。 

 事業部門別の営業概況は次のとおりです。 

  

クーリングシステム製品「San Ace」は，FA機器や発電機器をはじめとする新しい分野での販売は増加

しましたが，主力のコンピュータや通信機器等の市場は低迷しました。 

 また，北米，欧州市場は販売計画を達成できませんでしたが，アジア地域に設立した販売子会社では拡

販の成果が出てきました。 

 代理店向けの販売は伸びてはいるものの，他の落ち込みをカバーするには至りませんでした。 

 その結果，売上高は前年同期比26.4%減の8,632百万円となりました。 

  

パワーシステム製品「SANUPS」は，IT向けの無停電電源装置（以下UPS），FA・製造装置向けの中容量

UPS，半導体製造工場向け大容量UPSや地上デジタル放送向けの非常用エンジン発電機などの販売が増加し

ました。 

 一方，NTT関連は投資抑制に入り，防衛関連も販売が計画を下回りました。一般市場向けUPS，公共・産

業施設向け太陽光発電用パワーコンディショナの需要も低迷しました。 

 その結果，売上高は前年同期比8.0%増の3,732百万円となりました。 

  

サーボシステム製品「SANMOTION」は，アメリカ経済減速の影響を受け，主な需要先である半導体製造

装置，部品実装機，基板加工機，刺繍機関連など国内外からの受注が低迷しました。工作機械業界も生産

調整基調となりました。産業用ロボット関連業界におきましても，自動車産業の設備投資計画が延期され

た影響を受け，スポット溶接ロボットが生産調整に入りました。また，半導体ウエハー搬送ロボット向け

の受注も回復に至りませんでした。 

 その結果，売上高は前年同期比11.8%減の15,777百万円となりました。 

  

・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

クーリングシステム事業

パワーシステム事業

サーボシステム事業
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当第２四半期の財政状態は次のとおりです。 

 総資産が前連結会計年度末に比べ2,200百万円増加しました。増減の主なものは，流動資産では，棚卸

資産が869百万円，繰延税金資産が107百万円増加，現金及び預金が665百万円，受取手形及び売掛金が32

百万円減少しています。また，固定資産では，有形固定資産が2,701百万円増加，投資その他の資産が166

百万円減少しています。負債は1,854百万円増加しています。主なものは，流動負債では短期借入金1,445

百万円減少，未払法人税等の261百万円の増加，固定負債では長期借入金3,536百万円の増加です。この結

果，純資産は346百万円増加しました。これは主に，利益剰余金693百万円の増加，その他有価証券評価差

額金65百万円の減少，為替換算調整勘定231百万円の減少によるものです。 

  

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は，5,819百万円となり，前連結

会計年度末より997百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

です。 

当第２四半期累計期間の営業活動による資金の増加は，1,970百万円となりました。これは主に，税金

等調整前四半期純利益1,529百万円，減価償却費1,323百万円，棚卸資産の増加992百万円等によるもので

す。 

当第２四半期累計期間の投資活動による資金の減少は，4,513百万円となりました。これは主に，生産

設備等の有形固定資産の取得による支出3,909百万円，投資有価証券の取得による支出630百万円，投資有

価証券の売却による収入237百万円等によるものです。 

当第２四半期累計期間の財務活動による資金の増加は，1,709百万円となりました。これは主に，長期

借入金による収入4,000百万円，短期借入金の返済に伴う支出1,703百万円，配当金の支払307百万円等に

よるものです。 

  

今後の業績予想につきましては，平成20年10月24日発表の数値を修正していません。 

 なお，業績予想につきましては，本資料の発表日現在において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。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

① 貸倒引当金の計上方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため，前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しています。 

  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得，売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期

間按分する方法によっています。 

 なお，定率法を採用している資産については，連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっています。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（キャッシュ・フローの状況）

（営業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）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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
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③ 法人税ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては，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

る方法によっています。 

 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ないと認められるので，前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっています。 

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第

12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月

14日 企業会計基準適用指針第14号）を第１四半期連結会計期間から適用しています。また，「四半

期連結財務諸表規則」にしたがい四半期連結財務諸表を作成しています。 

  

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を第１四半期連結会計期間から適用し，評価基準については，原価法から原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に変更しています。 

 なお，この変更による損益への影響はありません。 

  

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し，連結決算上必要な

修正を行っています。 

 なお，この変更による損益への影響は軽微です。 

  

④ リース取引に関する会計基準の適用（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については，従来，賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっていましたが，「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会），平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会），平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することが出来ることになったことに伴い，第１四半期連結会計期間からこれらの会

計基準等を適用し，リース取引開始日が会計基準適用初年度開始後のリース取引で，これらの会計基

準等に基づき所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定されたものについては，通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっています。 

 また，所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については，リ

ース期間を耐用年数とし，残存価額を零とする定額法を採用しています。 

 なお，リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引で，これらの会計基準等に基づ

き所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定されたものについては，引き続き通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっています。 

 これにより，営業利益，経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響額は軽微です。 

(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
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 5,985 6,651 

受取手形及び売掛金 18,309 18,342 

製品 3,263 2,972 

原材料 4,979 4,700 

仕掛品 4,314 4,010 

貯蔵品 44 48 

繰延税金資産 830 723 

その他 1,111 1,703 

貸倒引当金 △129 △130 

流動資産合計 38,709 39,022 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 6,226 6,431 

機械装置及び運搬具 3,974 4,414 

土地 6,230 6,237 

その他 4,765 1,411 

有形固定資産合計 21,196 18,495 

無形固定資産 452 473 

投資その他の資産 

投資有価証券 3,270 3,448 

その他 2,416 2,400 

貸倒引当金 △6 △1 

投資その他の資産合計 5,680 5,847 

固定資産合計 27,329 24,815 

資産合計 66,039 63,838 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 10,388 10,503 

短期借入金 6,480 7,925 

未払法人税等 665 403 

役員賞与引当金 30 46 

その他 3,548 3,870 

流動負債合計 21,112 22,749 

固定負債 

長期借入金 4,311 775 

退職給付引当金 35 71 

再評価に係る繰延税金負債 714 714 

その他 3 11 

固定負債合計 5,063 1,572 

負債合計 26,176 24,322 

純資産の部 

株主資本 

資本金 9,926 9,926 

資本剰余金 11,460 11,460 

利益剰余金 17,550 16,856 

自己株式 △911 △906 

株主資本合計 38,026 37,337 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 20 85 

土地再評価差額金 1,062 1,062 

為替換算調整勘定 73 305 

評価・換算差額等合計 1,156 1,454 

少数株主持分 679 724 

純資産合計 39,862 39,515 

負債純資産合計 66,039 63,838 
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(2)【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

売上高 28,143

売上原価 22,197

売上総利益 5,945

販売費及び一般管理費 4,195

営業利益 1,749

営業外収益

受取利息 37

受取配当金 48

その他 120

営業外収益合計 206

営業外費用

支払利息 69

為替差損 66

その他 48

営業外費用合計 184

経常利益 1,772

特別利益

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 2

特別利益合計 2

特別損失

固定資産売却損 1

固定資産除却損 4 

投資有価証券評価損 240

特別損失合計 245

税金等調整前四半期純利益 1,529

法人税、住民税及び事業税 608

法人税等調整額 △90

法人税等合計 517

少数株主利益 8

四半期純利益 1,002
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 1,529 

減価償却費 1,323 

売上債権の増減額（△は増加） △256 

たな卸資産の増減額（△は増加） △992 

仕入債務の増減額（△は減少） 216 

その他 511 

小計 2,332 

法人税等の支払額 △376 

その他の収入 14 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,970 

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 △3,909 

その他 △604 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,513 

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） △1,703 

長期借入れによる収入 4,000 

長期借入金の返済による支出 △237 

配当金の支払額 △307 

その他 △42 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,709 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △163 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △997 

現金及び現金同等物の期首残高 6,816 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,819 
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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 平成19年３月14日)お

よび「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 平成19年３月14日)

を適用しています。また，「四半期連結財務諸表規則」にしたがい四半期連結財務諸表を作成していま

す。 

  

該当事項はありません。 

  

全セグメントの売上高の合計，営業利益の合計額に占める「産業用電気機器の製造及び販売事業」

の割合がいずれも90％を超えているため，事業の種類別セグメント情報の記載は省略しています。 

  

 
（注）1．国又は地域の区分は，地理的近接度によっています。 

2．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 （1）北 米 地 域・・・・・アメリカ 

 （2）その他の地域・・・・ フランス，ドイツ，フィリピン，中国，シンガポール，韓国 

  

 
（注）1．国又は地域の区分は，地理的近接度によっています。 

2．各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

 （1）北   米・・・・・アメリカ，カナダ 

 （2）ヨーロッパ・・・・・フランス，ドイツ，イタリア，スウェーデン他 

 （3）東南アジア・・・・・韓国，中国，台湾，香港，マレーシア，シンガポール他 

 （4）そ の 他・・・・・アフリカ，インド他 

  

該当事項はありません。 

  

注記事項

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第２四半期連結会計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）

[所在地別セグメント情報]

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）

日本 
(百万円)

北米地域
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

20,755 3,193 4,194 28,143 ─ 28,143

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,533 13 5,575 11,122 (11,122) ─

計 26,288 3,207 9,769 39,265 (11,122) 28,143

営業利益 1,549 27 533 2,110 (360) 1,749

[海外売上高]

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）

北米 ヨーロッパ 東南アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,893 1,865 5,368 111 9,239

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 28,143

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

6.7 6.6 19.1 0.4 32.8

(6) 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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                 （単位：百万円） 

 
  

「参考資料」

前第２四半期に係る財務諸表等

(1)中間連結損益計算書

科  目
前中間連結会計期間

自平成19年４月１日

至平成19年９月30日

金 額

Ⅰ 売上高 33,086

Ⅱ 売上原価 26,838

売上総利益 6,248

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,018

営業利益 2,229

Ⅳ 営業外収益 200

   1.受取利息 45

   2.受取配当金 38

   3.為替差益 34

   4.その他の収益 80

Ⅴ 営業外費用 96

   1.支払利息 66

   2.手形売却損 13

   3.その他の費用 16

経常利益 2,333

Ⅵ  特別利益 8

   1.固定資産売却益 0

   2.貸倒引当金戻入益 3

   3.投資有価証券売却益 2

   4.その他の特別利益 0

Ⅶ 特別損失 131

   1.固定資産売却損 0

   2.固定資産除却損 3

   3.役員退職慰労金 126

   4.その他の特別損失 0

税金等調整前中間純利益 2,209

法人税，住民税及び事業税 529

法人税等調整額 236

少数株主利益 74

中間純利益 1,368
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                   （単位：百万円） 

 
  

(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書

区  分
前中間連結会計期間

自平成19年４月１日

至平成19年９月30日

金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前中間純利益 2,209

 減価償却費 1,189

 売上債権の増減額(△増加額) △ 94

 棚卸資産の増減額(△増加額) 1,139

 仕入債務の増減額(△減少額) △ 1,724

 その他 △ 402

小  計 2,317

 法人税等の支払額 △ 1,131

 その他 4

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,190

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 △ 2,587

 その他 △ 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,603

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金純増減額 3,000

 長期借入金の返済による支出 △ 265

 配当金の支払額 △ 359

 その他 △ 144

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,230

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 204

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額) 1,021

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,064

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 6,086

山洋電気㈱（6516）平成21年３月期第２四半期決算短信

11



事業部別 生産実績 
（単位：百万円） 

 
  

事業部別 受注高 
（単位：百万円） 

 
  

事業部別 売上高 
（単位：百万円） 

 
  

6. その他の情報

(1) 生産，受注および販売の状況

1．生産の状況

事 業 部 門
前中間連結会計期間
自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日

当第２四半期連結累計期間 
自平成20年４月１日 
至平成20年９月30日

クー リン グシ ステ ム部門 11,617 8,537

パ ワ ー シ ス テ ム 部 門 3,518 3,943

サ ー ボ シ ス テ ム 部 門 18,022 15,956

合   計 33,158 28,437

2．受注の状況

事 業 部 門
前中間連結会計期間
自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日

当第２四半期連結累計期間 
自平成20年４月１日 
至平成20年９月30日

クー リン グシ ステ ム部門 11,980 8,650

パ ワ ー シ ス テ ム 部 門 4,061 4,029

サ ー ボ シ ス テ ム 部 門 17,843 14,933

合   計 33,886 27,613

3．販売の状況

事 業 部 門
前中間連結会計期間
自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日

当第２四半期連結累計期間 
自平成20年４月１日 
至平成20年９月30日

クー リン グシ ステ ム部門 11,733 8,632

パ ワ ー シ ス テ ム 部 門 3,457 3,732

サ ー ボ シ ス テ ム 部 門 17,895 15,777

合   計 33,086 28,143
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