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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 153,831 ― 3,296 ― 3,324 ― 1,496 ―

20年3月期第3四半期 164,835 △0.8 4,308 △2.0 4,549 0.3 2,775 2.9

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3四半期 34.46 ―

20年3月期第3四半期 63.80 ―

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3四半期 99,036 48,271 48.7 1,111.61
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3四半期  48,271百万円 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  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 194,500 △12.7 3,650 △43.4 3,700 △42.1 1,750 △54.1 40.30

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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他(3)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．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3四半期  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3四半期  2,225,393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3四半期  43,425,161株 20年3月期第3四半期  43,497,786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 3四半期連結累計期間のわが国経済は、米欧の金融危機の拡大が、実体経済にも影響を及ぼし、

急激な株安と円高が企業収益を圧迫し、雇用情勢が悪化するなど、期後半の景気は垂直的に後退して

まいりました。 

当社グループの取引に関する業界も、当四半期連結会計期間から民間設備投資の凍結や延期、自動

車及び自動車関連産業の需要の縮小及びデジタル家電市場の停滞による大幅な生産調整により経営

環境は急激に悪化してまいりました。 

こうした状況下、当社グループは、重点分野の収益力向上や新分野への開拓を推進するとともに、

一層の生産性の向上に努めてまいりました。 

その結果、当社グループの当第 3四半期連結累計期間の業績は、売上高 1,538 億 31 百万円(前年同

期比 6.7％減)、営業利益 32 億 96 百万円（前年同期比 23.5％減）、経常利益 33 億 24 百万円(前年同

期比 26.9％減)、四半期純利益 14億 96 百万円(前年同期比 46.1%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、改正建築基準法の影響による着工遅れが回復しつつありまし

たが、金融不安が不動産業界に影響を及ぼし建設案件が急減し、大幅な減収となりました。 

冷熱住機セクションでは、オール電化案件等の需要に支えられましたが、建設案件の減少が

影響し減収となりました。 

結果、建設・環境ビジネスユニットの連結売上高は 161 億 78 百万円(前年同期比 13.0％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、半導体・液晶関連装置向け設備投資に回復の兆しがあっ

たものの、自動車・工作機械・実装装置分野で急激な設備投資の減退により大幅に減収となり

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 251 億 55 百万円(前年同期比 11.9％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 413 億 34 百万円(前年同期比 12.4％

減)、営業利益は、売上高の減少及び利益率の低下により 16 億 2百万円(前年同期比 13.0％減)

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で薄型ＴＶ等が堅調に推移した

ものの、住宅機器関連や産業機器関連が低調に推移し、特に年末にかけて、デジタル家電でも

急激な需要減速がおこり、更に自動車関連分野の生産下方修正が度重なり、減収となりました。 

産業デバイスセクションでは、設備投資の減速や個人消費の低迷が急激な減産を招いたもの

の、社会インフラ・空調等の機器関連が堅調に推移したため、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 1,087 億 41 百万円（前年同期比

4.5％減）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／ストレージの需要低迷の中、主力のモニ

ターが価格競争激化によるシェアダウンの影響を受け減収となりました。 
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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 37 億 53 百万円（前年同期比 2.2％

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 1,124 億 95 百万円（前年

同期比 4.4％減）、営業利益は、売上高の減少及び利益率の低下に加え急激な円高の影響から 16

億 76 百万円（前年同期比 31.7％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 32 億 25 百万円、短期貸付金が 20 億円増加しましたが、受取手形

及び売掛金が 102 億 7 百万円、投資有価証券が 14 億 38 百万円減少したことなどにより、資産合計

は前連結会計年度末比 66 億 81 百万円減少し、990 億 36 百万円となりました。 

負債の部は、支払手形及び買掛金が 52 億 90 百万円、未払法人税等が 13 億 58 百万円減少したこ

となどにより、負債合計は前連結会計年度末比 66 億 90 百万円減少し、507 億 65 百万円となりま

した。 

純資産の部は、四半期純利益 14 億 96 百万円の計上と配当金の支払 9 億 98 百万円並びに評価・

換算差額等の減少 4億 76 百万円等により、純資産合計は前連結会計年度末比 9百万円増加し、482

億 71 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 3.0 ポイント増加し、48.7％となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第 3 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 25 億 9 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

や配当金の支払などを行った結果、106 億 94 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 3 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、52 億 33 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 25 億 9百万円、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 27 億 3百万円、法人税等の支払 24 億 85 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 3 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、8 億 66 百万円となりました。

これは主に、投資有価証券の売買によるネット収入 3億 29 百万円、積立保険の満期返戻による収

入 10 億 5 百万円と現先運用による短期貸付金の支出 20 億円によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第 3 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、10 億 24 百万円となりまし

た。これは主に、配当金の支払 9億 47 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、金融と実体経済の負の相乗作用の収束に不透明感があり、引続き厳しい経営環

境で推移するものと予想されます。 

当社グループはこうした状況下でも収益性の確保と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んでまいります。 

しかしながら、通期の業績予想につきましては、景気後退による影響は避けがたく、本日発表の「業

績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、平成 20 年 5月 15 日に発表しました数値を修正さ

せていただきます。 
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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。 

 

(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 3四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ともない、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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 10,694 7,468

受取手形及び売掛金 55,072 65,280

商品 14,345 12,363

その他 7,272 6,479

貸倒引当金 △112 △125

流動資産合計 87,273 91,466

固定資産   

有形固定資産 4,182 4,264

無形固定資産 737 873

投資その他の資産   

その他 6,984 9,259

貸倒引当金 △141 △146

投資その他の資産合計 6,842 9,113

固定資産合計 11,762 14,251

資産合計 99,036 105,717
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 45,488 50,778

短期借入金 28 103

未払法人税等 69 1,427

その他 2,485 2,543

流動負債合計 48,071 54,853

固定負債   

退職給付引当金 1,465 1,358

役員退職慰労引当金 185 205

その他 1,043 1,037

固定負債合計 2,693 2,602

負債合計 50,765 57,455

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,334 10,334

資本剰余金 7,374 7,368

利益剰余金 31,632 31,134

自己株式 △800 △782

株主資本合計 48,540 48,054

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13 231

為替換算調整勘定 △255 △24

評価・換算差額等合計 △269 207

純資産合計 48,271 48,261

負債純資産合計 99,036 105,717
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（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 153,831

売上原価 138,912

売上総利益 14,918

販売費及び一般管理費 11,622

営業利益 3,296

営業外収益  

受取利息 79

受取配当金 68

持分法による投資利益 64

その他 135

営業外収益合計 348

営業外費用  

支払利息 35

売上割引 63

為替差損 101

その他 120

営業外費用合計 319

経常利益 3,324

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 878

特別損失合計 1,034

税金等調整前四半期純利益 2,509

法人税等 1,013

四半期純利益 1,496
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 2,509

減価償却費 443

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17

受取利息及び受取配当金 △147

支払利息 35

為替差損益（△は益） 1

持分法による投資損益（△は益） △64

有価証券償還損益（△は益） 20

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） 878

売上債権の増減額（△は増加） 9,797

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,149

仕入債務の増減額（△は減少） △4,944

その他 1,268

小計 7,592

利息及び配当金の受取額 158

利息の支払額 △32

法人税等の支払額 △2,485

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,233

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 △185

有形固定資産の売却による収入 18

無形固定資産の取得による支出 △115

投資有価証券の取得による支出 △320

投資有価証券の売却による収入 650

短期貸付金の増減額（△は増加） △2,000

その他 994

投資活動によるキャッシュ・フロー △866

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） △65

自己株式の純増減額（△は増加） △11

配当金の支払額 △947

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,024

現金及び現金同等物に係る換算差額 △116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,225

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 10,694
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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３四半期連結累計期間　（自　平成20 0年12 1日）年４月１日　至　平成2 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 41,334      112,495     1           153,831     -           153,831     

（２）セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

-           46          242         288         (288) -           

　　計 41,334      112,541     244         154,119     (288) 153,831     

　営業利益 1,602       1,676       17          3,296       0 3,296       

(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３四半期連結累計期間　（自　平成20 0年12 1日）年４月１日　至　平成2 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 134,066     19,764      153,831     -           153,831     

（２）セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

6,532       446         6,978       (6,978) -           

　　計 140,598     20,210      160,809     (6,978) 153,831     

　営業利益 2,852       440         3,292        4 3,296

(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３四半期連結累計期間　（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）（単位：百万円）

アジア その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高 23,343      2,083       25,427

Ⅱ．連結売上高 153,831     

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 15.2 1.3 16.5

（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」

前第３四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

区　　分
前年同四半期

（平成20年3月期
　　第3四半期）

Ⅰ 売 上 高 164,835

Ⅱ 売 上 原 価 148,992

売 上 総 利 益 15,842

Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,533

営 業 利 益 4,308

Ⅳ 営 業 外 収 益 456

Ⅴ 営 業 外 費 用 215

経 常 利 益 4,549

特 別 損 失 28

税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 4,521

法 人 税 等 1,746

四 半 期 純 利 益 2,775

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

区　　分
前年同四半期

（平成20年3月期
　　第3四半期）

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 4,521

減価償却費 447

売上債権の増減額 823

たな卸資産の増減額 △ 21

仕入債務の増減額 △ 1,280

その他 192

小計 4,682

法人税等の支払額 △ 2,477

その他 223

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,427

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 △ 2,552

短期貸付金増減額 △ 13

その他 565

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,000

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額 △ 316

配当金の支払額 △ 946

その他 △ 22

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,284

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 23

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 881

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期末残高 8,406
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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】

前第3四半期連結累計期間　（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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 47,159      117,673     2 164,835     -           164,835     

（２）セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

-           66          246         312         (312) -           

　　計 47,159      117,739     248         165,148     (312) 164,835     

　営業利益 1,841       2,454       12          4,308       (  0) 4,308       

【所在地別セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間　（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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 144,219     20,615      164,835     -           164,835     

（２）セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

7,679       166         7,846       (7,846) -           

　　計 151,899     20,782      172,681     (7,846) 164,835     

　営業利益 3,821       490         4,312       (3) 4,308
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