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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 108,551 ― 3,040 ― 3,075 ― 1,809 ―

20年3月期第2四半期 109,332 △1.3 3,107 1.5 3,248 4.5 1,990 8.7

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2四半期 41.66 ―

20年3月期第2四半期 45.75 ―

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 104,088 49,163 47.2 1,132.36
20年3月期 105,717 48,261 45.7 1,111.06

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  49,163百万円 20年3月期  48,261百万円

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  無  
 

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 ― 10.00 ― 12.00 22.00
21年3月期 ― 11.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 11.00 22.00

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 230,400 3.4 6,600 2.3 6,750 5.7 4,100 7.5 94.43

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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他 (2) をご覧下さい。  

(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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他 (3) をご覧下さい。  

(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．上記の業績見通しは、当社が現時点において合理的と判断する一定の基準に基づいており、実際の業績は見通しと異なることがあります。 
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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  45,649,955株 20年3月期  45,649,955株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,233,411株 20年3月期  2,212,612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  43,424,878株 20年3月期第2四半期  43,501,581株
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【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 2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前年度からのエネルギーや原材料価格の高騰に

よる、企業収益の悪化や個人消費の伸び悩みに加え、オリンピック後の中国経済の成長率鈍化や、米

国から波及した金融危機の拡大は、世界的に景気の減速感を加速させることとなり、株安や円高が進

行し企業景況感を一気に悪化させました。 

当社グループの取引に関する業界も、デジタル家電関連では北京オリンピック需要が期待ほど伸び

ず、半導体、自動車及び工作機械関連では景気の不透明感を背景に生産調整の実施や慎重な姿勢に転

じた設備投資の影響などで経営環境は一段と厳しい状況となりました。 

こうした状況下、当社グループは中期経営計画「ＥＶ・８(Evolution2008)」の最終年度として、

景況感の不透明さの中、重点事業の収益力向上や新分野の開拓を推進すると共に、一層の生産性の向

上に取り組んでまいりました。 

その結果、当社グループの当第 2四半期連結累計期間の業績は売上高 1,085 億 51 百万円(前年同期

比 0.7％減)、営業利益 30 億 40 百万円（前年同期比 2.2％減）、経常利益 30 億 75 百万円(前年同期比

5.3％減)、第 2四半期純利益 18 億 9百万円(前年同期比 9.1%減)となりました。 

なお、前年同期増減率につきましては、会計制度の変更により参考として記載しております。 

 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

①産業システム部門  

｢建設・環境｣ビジネスユニット 

ビルシステムセクションでは、期後半は改正建築基準法の影響による建築着工遅れは多少回

復しましたが、依然としてエレベーターの販売は低迷し、大幅な減収となりました。 

冷熱住機セクションでは、猛暑からの急激な冷え込みなど天候不順の影響が大きく、オール

電化案件の取り組みなどに支えられましたが、減収となりました。 

 建設・環境ビジネスユニット関連の子会社は、大型工事案件の減少により減収となりました。 

結果、建設・環境ビジネスユニットの連結売上高は 110 億 76 百万円(前年同期比 6.1％減)と

なりました。 

 

｢FA システム｣ビジネスユニット  

FA システムビジネスユニットでは、国内外の設備投資に翳りが出ており、半導体・液晶関連

製造装置の一部に回復の兆しがあったものの、自動車、工作機械及び実装装置向け設備投資が

期後半に急激に減速し減収となりました。 

結果、FA システムビジネスユニットの連結売上高は 183 億 77 百万円(前年同期比 2.6％減)

となりました。 

 

以上のことから、産業システム部門全体の連結売上高は 294 億 53 百万円(前年同期比 3.9％

減)、営業利益は 14 億 84 百万円(前年同期比 13.0％増)となりました。 

 

 

②電子・情報通信デバイス部門 

｢半導体・デバイス｣ビジネスユニット  

半導体・デバイスセクションでは、主力のデジタル家電市場において、一部顧客の薄型テレ

ビ等が好調に推移したものの、住宅機器関連、産業機器関連が低調に推移しました。加えて期

後半、自動車電装品関連の下方修正もあり、減収となりました。 

産業デバイスセクションでは、銅合金は、海外顧客向けが低迷したものの、国内顧客向けが

好調に推移しました。FA・車載・空調機関連も期後半には受注が鈍化しましたが、期前半が堅

調に推移したことにより増収となりました。 

結果、半導体・デバイスビジネスユニットの連結売上高は 764 億 79 百万円（前年同期比 0.6％

増）となりました。 

 

｢情報通信デバイス｣ビジネスユニット  

情報通信デバイスビジネスユニットでは、サーバ／ストレージや PC 関連で大口案件が少なく、

また主力のモニター販売の低迷が続き減収となりました。 
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結果、情報通信デバイスビジネスユニットの連結売上高は 26 億 17 百万円（前年同期比 2.1％

減）となりました。 

 

以上のことから、電子・情報通信デバイス部門全体の連結売上高は 790 億 96 百万円（前年同

期比 0.5％増）、営業利益は 15 億 45 百万円（前年同期比 13.3％減）となりました。 

 

 

2.連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

資産の部は、現金及び預金が 17 億 38 百万円、短期貸付金が 19億 95 百万円増加しましたが、受

取手形及び売掛金が 44 億 75 百万円、投資有価証券が 9 億 21 百万円減少したこと等により、資産

合計は前連結会計年度末比 16 億 29 百万円減少し、1,040 億 88 百万円となりました。 

負債の部は、支払手形及び買掛金が 27 億 57 百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会

計年度末比 25 億 31 百万円減少し、549 億 24 百万円となりました。 

純資産の部は、四半期純利益 18 億 9 百万円の計上と配当金の支払 5億 21 百万円並びに評価・換

算差額等の減少 3 億 71 百万円等により、純資産合計は前連結会計年度末比 9 億 1 百万円増加し、

491 億 63 百万円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末比 1.5 ポイント増加し、47.2％となりました。 

 

 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

当第 2 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、税金等

調整前四半期純利益を 30 億 84 百万円計上し、法人税等の支払、現先運用による短期貸付金の支出

や配当金の支払等を行った結果、92 億 6 百万円の残高となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第2四半期連結累計期間において営業活動から得られた資金は、37億93百万円となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上 30 億 84 百万円、売上債権・仕入債務の減少とた

な卸資産の増加によるネット資金の増加 9億 58 百万円、法人税等の支払 12 億 49 百万円等による

ものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第 2 四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、15 億 23 百万円となりました。

これは主に、現先運用による短期貸付金の支出 19億 95 百万円によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第2四半期連結累計期間において財務活動に使用された資金は、4億53百万円となりました。

これは主に、配当金の支払 5億 19 百万円によるものです。 

 

 

3.連結業績予想に関する定性的情報 

通期の経済状況は、金融危機が世界的な景気悪化懸念を加速させ、円高や株安が進行するなど、厳

しい経営環境で推移するものと予想されます。 

このような状況下、当社グループは中期経営計画の最終年度として、利益指標を最大のテーマとし

て掲げ、更に、中長期的な視野に立ち、持続的成長による企業価値の向上や社会的責任の遂行に積極

的に取り組み、その目標の達成のため邁進してまいります。 

通期の業績予想については、平成 20 年 5 月 15 日発表の決算短信で公表いたしましたとおり、連結

売上高 2,304 億円、営業利益 66 億円、経常利益 67 億 50 百万円、当期純利益は 41 億円を見込んでお

ります。 

 

 

4.その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動 

平成 20 年 4月 1日をもって、東京菱商テクノ株式会社を存続会社とし、大阪菱商テクノ株式会

社及び名古屋菱商テクノ株式会社を消滅会社とする合併を行い、社名を菱商テクノ株式会社と変更

いたしました。 
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 (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 

・たな卸資産の評価方法  

「棚卸資産の評価に関する会計基準」に基づく簿価切下げについては、収益性が低下してい

ることが明らかなたな卸資産についてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行うこととし

ております。 

 

・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する

方法により算定しております。 

 

・繰延税金資産の回収可能性の判断  

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

められる場合に、前連結会計年度末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

グを利用する方法を採用しております。  

 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

税金費用については、当第 2四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、法人税等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 

①四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用 

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)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 平成

19 年 3 月 14 日)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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

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、第 1四半期連結会計期間より｢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｣の適用 

第１四半期連結会計期間より、｢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｣(実務対応報告第 18 号 平成 18 年 5月 17 日)を適用しております。 

なお、この変更による損益への影響はありません。 
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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 9,206 7,468

受取手形及び売掛金 60,804 65,280

商品 12,913 12,363

その他 8,465 6,479

貸倒引当金 △122 △125

流動資産合計 91,267 91,466

固定資産   

有形固定資産 4,228 4,264

無形固定資産 775 873

投資その他の資産   

その他 7,963 9,259

貸倒引当金 △147 △146

投資その他の資産合計 7,816 9,113

固定資産合計 12,820 14,251

資産合計 104,088 105,717
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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 48,020 50,778

短期借入金 177 103

未払法人税等 1,453 1,427

その他 2,652 2,543

流動負債合計 52,304 54,853

固定負債   

退職給付引当金 1,407 1,358

役員退職慰労引当金 177 205

その他 1,034 1,037

固定負債合計 2,619 2,602

負債合計 54,924 57,455

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,334 10,334

資本剰余金 7,371 7,368

利益剰余金 32,422 31,134

自己株式 △800 △782

株主資本合計 49,327 48,054

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18 231

為替換算調整勘定 △182 △24

評価・換算差額等合計 △164 207

純資産合計 49,163 48,261

負債純資産合計 104,088 105,717
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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 108,551

売上原価 97,668

売上総利益 10,883

販売費及び一般管理費 7,842

営業利益 3,040

営業外収益  

受取利息 55

受取配当金 41

持分法による投資利益 46

その他 90

営業外収益合計 234

営業外費用  

支払利息 23

売上割引 42

その他 133

営業外費用合計 199

経常利益 3,075

特別利益  

投資有価証券売却益 219

特別利益合計 219

特別損失  

投資有価証券売却損 155

投資有価証券評価損 55

特別損失合計 210

税金等調整前四半期純利益 3,084

法人税等 1,275

四半期純利益 1,809
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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 3,084

減価償却費 296

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

受取利息及び受取配当金 △97

支払利息 23

為替差損益（△は益） 1

持分法による投資損益（△は益） △46

有価証券償還損益（△は益） 20

固定資産除売却損益（△は益） △2

投資有価証券売却損益（△は益） △39

投資有価証券評価損益（△は益） 55

売上債権の増減額（△は増加） 4,127

たな卸資産の増減額（△は増加） △663

仕入債務の増減額（△は減少） △2,505

その他 706

小計 4,957

利息及び配当金の受取額 108

利息の支払額 △23

法人税等の支払額 △1,249

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,793

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 92

有形固定資産の取得による支出 △141

有形固定資産の売却による収入 15

無形固定資産の取得による支出 △61

投資有価証券の取得による支出 △50

投資有価証券の売却による収入 92

短期貸付金の増減額（△は増加） △1,995

その他 524

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,523

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） 81

自己株式の純増減額（△は増加） △14

配当金の支払額 △519

財務活動によるキャッシュ・フロー △453

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,738

現金及び現金同等物の期首残高 7,468

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,206
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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）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

【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 0 0日）年４月１日　至　平成2 年９月3 　　　　　　（単位：百万円）

産業システム
部門

電子・情報通信
デバイス部門

その他 計 消去又は全社 連結

　売上高

（１）外部顧客に対する売上高 29,453      79,096      1 108,551     -           108,551     

（２）セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

-           36          159         195         (195) -           

　　計 29,453      79,132      160         108,747     (195) 108,551     

　営業利益 1,484       1,545       9           3,039       0 3,040       

(注)１．セグメンテ－ションの方法については、社内管理上使用している事業区分を適用しております。

２．各事業の主な製品

①産業システム部門 昇降機、パッケージエアコン、サーボシステム、ＮＣ装置他

②電子・情報通信デバイス部門 半導体製品、電子部品、液晶、液晶モニター他

③その他 リース他

【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 0 0日）年４月１日　至　平成2 年９月3 　　　　　　（単位：百万円）

日本 アジア 計 消去又は全社 連結

　売上高

（１）外部顧客に対する売上高 95,414      13,137      108,551     -           108,551     

（２）セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

4,701       263         4,965       (4,965) -           

　　計 100,115     13,401      113,516     (4,965) 108,551     

　営業利益 2,765       277         3,042       (1) 3,040

(注)１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

アジア　：　シンガポール、中国、タイ

【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）（単位：百万円）

アジア その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高 15,583      1,422       17,006

Ⅱ．連結売上高 108,551     

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.4 1.3 15.7

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

アジア　：　シンガポール、中国、タイ

その他　：　チェコ、アメリカ

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あります。

（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。
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「参考資料」

前年同四半期にかかる財務諸表

（１）（要約）中間連結損益計算書

（単位：百万円）

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）

Ⅰ 売 上 高 109,332

Ⅱ 売 上 原 価 98,501

売 上 総 利 益 10,831

Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,723

営 業 利 益 3,107

Ⅳ 営 業 外 収 益 330

Ⅴ 営 業 外 費 用 189

経 常 利 益 3,248

特 別 損 失 11

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益 3,237

法 人 税 等 1,247

中 間 純 利 益 1,990

（２）（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

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）

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 3,237

減価償却費 298

売上債権の増減額 2,110

たな卸資産の増減額 △ 157

仕入債務の増減額 △ 1,774

その他 454

小計 4,167

法人税等の支払額 △ 1,256

その他 162

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,073

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △ 1,890

短期貸付金増減額 △ 15

その他 113

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,792

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額 △ 438

配当金の支払額 △ 562

その他 △ 15

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,016

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 55

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 319

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,287

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 9,607
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（３） セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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） 　　　　　　（単位：百万円）

産業システム
部門

電子・情報通信
デバイス部門

その他 計 消去又は全社 連結

　売上高

（１）外部顧客に対する売上高 30,663      78,666      1 109,332     -           109,332     

（２）セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

-           42          164         206         (206) -           

　　計 30,663      78,709      166         109,539     (206) 109,332     

　営業費用 29,349      76,926      155         106,431     (206) 106,224     

　営業利益 1,314       1,782       10          3,108       0 3,107       

【所在地別セグメント情報】

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） 　　　　　　（単位：百万円）

日本 アジア 計 消去又は全社 連結

　売上高

（１）外部顧客に対する売上高 95,138      14,193      109,332     -           109,332     

（２）セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

5,347       92          5,439       (5,439) -           

　　計 100,485     14,285      114,771     (5,439) 109,332     

　営業費用 97,686      13,969      111,655     (5,431) 106,224     

　営業利益 2,799       316         3,115       (8) 3,107

【海外売上高】

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）     （単位：百万円）

アジア その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高 17,868      769         18,638

Ⅱ．連結売上高 109,332     

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 16.3 0.7 17.0
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