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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 302 ― △231 ― △235 ― △1,127 ―

20年3月期第2四半期 296 △12.5 △157 ― △160 ― △53 ―

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 △4.01 ―

20年3月期第2四半期 △0.19 ―

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 1,598 1,218 76.0 4.33
20年3月期 2,637 2,149 81.4 7.64

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,214百万円 20年3月期  2,340百万円

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 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― 0.00

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  有  
 

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 630 6.7 △450 ― △465 ― △1,257 ― △4.47

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  無  

(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） 

(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．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。 
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 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。  

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 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  280,926,165株 20年3月期  280,926,165株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  69,217株 20年3月期  68,759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  280,857,206株 20年3月期第2四半期  280,858,489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の経済は、世界的金融危機の序章のもと、原材料価格等などの上昇

により、予断を許さない状況が続いております。当社グループ(当社及び連結子会社)を取り巻く環境におきまし

ても、若干の受注増加はあるものの、市場規模の小さい当業界において、価格競争が激化しており、販売費及び

一般管理費の削減に努力を実施したものの、引続き厳しい環境下にあります。                

 このような状況のもとで、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高302百万円、営

業損失231百万円、経常損失235百万円、当期純損失1,127百万円となりました。 

 製品群別の概況及び事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。産業用照明機器群におきまして

は、売上高257百万円（同14.7％増）、電気工事材群におきましては、売上高7百万円（同1.4％減）、制御機器

群におきましては、売上高37百万円（同40.8％減）となりました。なお、電機事業全体の売上高は302百万円の

前年同期比2.3％増を計上しており、同業他社の低価格攻勢はあるものの、選別受注・販売の徹底を図ったこと

により、電機事業自体の売上総利益72百万円を確保致しました。しかし、投資事業においては、国際的な証券市

場の混乱等により、投資有価証券の行使損及び892百万円の投資有価証券評価損を計上して、営業損失及び経常

損失が増加いたしました。 

 このような状況において、当社としては、顧客に対して製造原価上昇分の販売価格への転嫁を継続的に実施す

る一方、従前にも増して固定費の削減を進め、損益の改善に向け、代行店の協力を得ながら顧客満足度の上昇及

び販路の開拓に邁進してまいります。      

 また、事業再生につきましては、当社は匿名組合を通じてサクラダの再生スポンサーとして出資しており、株

式会社サクラダの優先株式を所有しております。この優先株式については、市場動向を精査しながら普通株式に

転換して市場に売却することにより投資の回収の実現及びキャッシュ・フローの創造を図ってまいります。しか

し、当該投資有価証券の売却価額については市場の動向に左右されるため、業績に対する影響額が具体的に算定

できないため本業績見通しに入れておりません。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 (１)財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結累計期間末の資産の部につきましては、流動資産が受取手形及び売掛金の211百万円、た

な卸資産が119百万円にて合計387百万円になり、前連結会計年度末に比べ34百万円の増加となりました。これ

は、受取手形及び売掛金の増加によるものです。また、資産合計は、1,598百万円となり、前事業年度末に比

べ1,317百万円の減少となりました。これは、匿名組合を通じて投資している投資有価証券の評価が前期末に

比べ下落したことが主な要因であります。  

 負債の部につきましては、負債合計にて、前連結会計年度末に比べ192百万円減少し379百万円となりまし

た。これは、短期借入金の減少が主な要因であります。  

 この結果、純資産合計は、1,218百万円となりました。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度

末に比べ９百万円減少し24百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

 （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の営業活動の結果得られた資金は、210百万円となりました。これは、営業有価

証券の売却によるものです。  

 （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の投資活動の結果使用した資金は、１百万円となりました。 

 （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の財務活動の結果使用した資金は、218百万円となりました。これは、短期借入

金の返済による資金の利用が主な要因であります。  

（２）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 利益配分につきましては、安定的かつ継続的な配当及び経営基盤の充実と今後の事業拡大のための内部留保を

基本としつつ、あわせて、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針と位置づけ、業績、経営環境及び財務状況

等を総合的に勘案して決定することとしております。 

 なお、当期の年間配当金は、昨今の状況を鑑み、中間配当を含め見送らせていただく予定でございます。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当下期の見通しにつきましては、世界的金融危機が本格化し、証券市場を含む経済情勢も極めて下方傾向を示

していることから、企業の設備投資等も極端に抑制傾向にあると思料され、当社グループを取り巻く環境におき

ましても、より一層の厳しさが予想されており収益的にも苦戦の状況が継続するものと思われます。 

 通期の業績につきましては、平成20年５月15日に発表した業績予想数値を修正し、売上高630百万円、営業損

失450百万円、経常損失465百万円、当期純損失1,257百万円を予定しております。 

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） 

 該当する事項はありません。 

（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 

 該当する事項はありません。 

（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 

 (会計基準等の改正に伴う変更) 

 ① 四半期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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 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、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。これによる損益に与える影響はありません。 
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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 24,532 33,646

受取手形及び売掛金 211,986 192,946

商品 5,434 6,290

製品 22,280 20,214

原材料 63,547 61,130

仕掛品 27,139 24,301

貯蔵品 1,413 2,014

その他 30,855 11,916

流動資産合計 387,189 352,461

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 71,063 71,145

減価償却累計額 △71,063 △71,145

建物及び構築物（純額） 0 0

機械装置及び運搬具 140,037 140,037

減価償却累計額 △133,152 △131,864

機械装置及び運搬具（純額） 6,885 8,172

工具、器具及び備品 183,094 182,444

減価償却累計額 △181,843 △181,641

工具、器具及び備品（純額） 1,250 803

土地 20,858 20,858

有形固定資産合計 28,994 29,834

投資その他の資産   

投資有価証券 1,161,488 2,512,781

長期滞留債権 199,443 199,443

その他 34,575 34,690

貸倒引当金 △213,302 △213,302

投資その他の資産合計 1,182,205 2,533,613

固定資産合計 1,211,200 2,563,448

資産合計 1,598,389 2,915,909
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（単位：千円）

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 142,212 112,243

短期借入金 125,000 343,000

賞与引当金 1,564 1,758

未払金 11,134 14,336

その他 29,918 28,207

流動負債合計 309,829 499,547

固定負債   

退職給付引当金 5,429 10,873

役員退職慰労引当金 53,181 50,493

その他 11,404 11,404

固定負債合計 70,014 72,770

負債合計 379,844 572,318

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,869,100 1,869,100

資本剰余金 1,646,752 1,646,752

利益剰余金 △2,300,726 △1,173,478

自己株式 △1,532 △1,529

株主資本合計 1,213,593 2,340,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,136 △818

評価・換算差額等合計 1,136 △818

少数株主持分 3,815 3,565

純資産合計 1,218,545 2,343,591

負債純資産合計 1,598,389 2,915,909
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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：千円）

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 302,922

売上原価 325,732

売上総損失（△） △22,809

販売費及び一般管理費 208,665

営業損失（△） △231,474

営業外収益  

受取利息 65

受取配当金 396

その他 235

営業外収益合計 696

営業外費用  

支払利息 4,251

営業外費用合計 4,251

経常損失（△） △235,029

特別利益  

賞与引当金戻入額 1,758

特別利益合計 1,758

特別損失  

投資有価証券評価損 892,474

特別損失合計 892,474

税金等調整前四半期純損失（△） △1,125,746

法人税、住民税及び事業税 1,251

少数株主利益 250

四半期純損失（△） △1,127,247

森電機㈱ (6993) 平成21年３月期 第２四半期決算短信 

－6－



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 159,665

売上原価 209,937

売上総損失（△） △50,272

販売費及び一般管理費 94,639

営業損失（△） △144,911

営業外収益  

受取利息 40

その他 17

営業外収益合計 57

営業外費用  

支払利息 1,878

営業外費用合計 1,878

経常損失（△） △146,731

特別利益  

賞与引当金戻入額 1,758

特別利益合計 1,758

特別損失  

投資有価証券評価損 892,474

特別損失合計 892,474

税金等調整前四半期純損失（△） △1,037,448

法人税、住民税及び事業税 625

少数株主利益 126

四半期純損失（△） △1,038,199
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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 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

 当第２四半期連結会計期間においては、販路の拡大や製

造原価上昇分の価格への転嫁、投資市場の精査などを実施

し、経営基盤の安定化を図って参りました。しかし、連結

損益計算書においては、当第２四半期連結会計期間末まで

に231百万円の営業損失を計上しており、当第２四半期連

結会計期間末までに、1,127百万円の当期純損失を計上し

ております。このような状況により、当社は継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しております。当社は当該状

況を解消すべく下記の通り対応しております。従いまし

て、財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このよ

うな重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 

記 

１．経営計画の目的と施策 

①製造原価上昇分の販売価格への転嫁 

・原材料価格の上昇に伴い、製造原価上昇分の販売価

格転嫁の徹底及び一般標準品の値上を実施致しま

す。 

・生産委託品の再検討及び製造労務費の削減努力 

・今後も予想される材料費の上昇に対しての製品の改

良改善及び生産効率の向上 

・製造工程の再検討を行い、更なる製造の効率化を推

進する。 

②電機事業の再構築 

・高付加価値商品販売の積極的推進 

 高付加価値商品である省エネ照明器具の販売に注力

し、販路の拡大を図る。 

・選別受注体制の再検討及び原価管理の徹底を図る。 

・得意分野へのノウハウの活用 

 当社の創業以来の商品である産業用照明機器群の 

多大なノウハウの活用及び改良型新製品の開発の実

施。 

③事業再生投資の早期収益化 

 事業再生につきましては、当社は匿名組合を通じて

株式会社サクラダに再生スポンサーとして出資してお

り、同社の優先株式を所有しております。この優先株

式については、市場動向を精査しながら、普通株式に

転換・売却のうえ、投資利益の実現を図ってまいりま

す。 
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（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20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） 

 （注）１．事業の区分の方法 

            事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

  

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

 <当社グループ経営計画の概要> 

（計画期間は平成20年４月から平成21年３月） 

  

  平成20年度（平成20年４月から平成21年３月）の計画

においては、未だ残念ながら営業損失の継続発生が予想

されますが、当社グループ一丸となり、なるべく早期に

黒字への転換がはかれるよう努力してまいります。 

（単位：百万円）

  
平成20年度 

上   期 

平成20年度 

下   期 

平成20年度 

通   期 

 売上高 302 328 630

 営業利益 △231 △219 △450

 経常利益 △235 △230 △465

 当期純利益 △1,127 △130 △1,257

 
電機事業 
（千円） 

投資事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 159,665 ― 159,665 ― 159,665 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 159,665 ― 159,665 ― 159,665 

   営業利益又は営業損失（△） 23,921 △90,380 △66,459 △78,452 △144,911 

 
電機事業 
（千円） 

投資事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 302,922 ― 302,922 ― 302,922 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 302,922 ― 302,922 ― 302,922 

   営業利益又は営業損失（△） 39,742 △96,278 △56,536 △174,939 △231,474 

事業区分 主要製品 

電機事業 産業用照明器具・電機工事材・制御機器 

投資事業 有価証券の保有及び運用 
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〔所在地別セグメント情報〕 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第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） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（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。 

６．その他の情報 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
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） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   296,027 100.0 

Ⅱ 売上原価   220,240 74.4 

売上総利益   75,787 25.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   233,388 78.8 

営業損失   157,600 △53.2 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 2     

２．受取配当金 196     

３．受入出向料 1,600     

４．新株予約権戻入益 ―     

５．その他 20 1,820 0.6 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息及び割引料 4,655     

２．株式交付費 ―     

３．社債発行費等 ―     

４．その他 11 4,666 1.6 

経常損失   160,447 △54.2 

Ⅵ 特別利益       

１．投資有価証券売却益 111,626     

２．貸倒引当金戻入 191     

３．賞与引当金戻入 3,960     

４．その他 3,338 119,115 40.2 

Ⅶ 特別損失       

１．減損損失 9,118     

２．前期損益修正損 1,705 10,824 3.7 

税金等調整前中間純損失   52,156 △17.6 

法人税、住民税及び事業税   1,251 0.4 

少数株主利益   △250 △0.1 

中間純損失   53,658 △18.1 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
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） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純損失 △52,156 

減価償却費 2,487 

投資有価証券売却益 △111,626 

減損損失 9,118 

賞与引当金の増減額(減少△) △2,471 

貸倒引当金の増減額(減少:△) △3,926 

退職給付引当金の増減額(減少:△) △5,118 

役員退職慰労引当金の増減額(減少△) 3,049 

受取利息及び受取配当金 △199 

支払利息  4,655 

新株予約権戻入益 ― 

社債発行費等  ― 

株式交付費 ― 

売上債権の増減額(増加:△) 30,441 

たな卸資産の増減額(増加:△) △17,192 

仕入債務の増減額(減少:△) △45,042 

未払金の増減額(減少:△) △6,974 

その他流動資産の増減額(増加△) 3,125 

その他固定資産の増減額(増加△) 3,732 

その他流動負債の増減額(減少△) △732 

小計 △188,829 

利息及び配当金の受取額 199 

利息の支払額 △1,502 

法人税等の支払額 △2,500 

営業活動によるキャッシュ・フロー △192,632 

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 △9,118 

投資有価証券の売却による収入  111,626 

投資有価証券の取得による支出 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー 102,507 
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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） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入による収入  80,000 

新株発行による収入 ― 

新株予約権の発行による収入 ― 

社債発行による支出  ― 

社債発行費等の支出 ― 

株式交付費の支出 ― 

自己株式の取得による支出 △16 

新株発行による支出 ― 

新株予約権の発行による支出 ― 

新株予約権の買戻しによる支出 ― 

長期未払金の支払による支出  △2,303 

その他 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー 77,679 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) △12,445 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 43,268 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 30,823 

   

森電機㈱ (6993) 平成21年３月期 第２四半期決算短信 

－13－



（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） 

〔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） 

 当中間連結会計期間においては、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がない

ため、該当事項はありません。 

〔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） 

 当中間連結会計期間は海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 
電機事業 
（千円） 

投資事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 296,027 ― 296,027 ― 296,027 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 296,027 ― 296,027 ― 296,027 

   営業費用 253,356 5,353 258,710 194,918 453,628 

   営業利益又は営業損失（△） 42,671 △5,353 37,317 △194,918 △157,600 
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