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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 467 ― △419 ― △423 ― △1,320 ―

20年3月期第3四半期 438 ― △222 ― △228 ― △123 ―

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 △4.70 0.00
20年3月期第3四半期 △0.44 0.00

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 944 622 65.4 2.20
20年3月期 2,915 2,343 80.3 8.33

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  618百万円 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 0.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 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  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 630 ― △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3四半期  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3四半期  71,771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3四半期  280,857,171株 20年3月期第3四半期  280,858,489株



    当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的金融危機のもと、連鎖的な経済活動の後退や原材料

価格などの高騰等により、極めて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、受注はあるものの、市場規模の小さい当業界において、営業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、引き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３四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467百万円、営業損失

419百万円、経常損失423百万円、四半期純損失1,320百万円となりました。 

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403百万円、電気工事材群におきましては、売上高８百万円、制御機器群におきましては、売上高55百万円となりま

した。なお、電機事業全体の売上高は467百万円を計上しており、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、営業利益62百万円を確保致しました。しかし、投資事業においては、国際的な金融市場の混

乱等により、営業損失を計上しており、人件費や物件費と併せて、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実施する一方、製品の

改廃を進め、従前にも増して固定費の削減を実施し、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

及び販路の開拓に努力してまいります。      

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、将来的には普通株式に転換して市場に売却すること

により利益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。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会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221百万円、たな卸資

産が120百万円にて合計418百万円になり、前連結会計年度末に比べ65百万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、944百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,971百万円の減少

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連結会計年度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250百万円減少し322百万円となりました。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、622百万円となりました。 

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。）の残高は、第２四半期連結会

計期間末に比べ33百万円増加し58百万円となりました。 

   当第３四半期連結会計期間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３四半期連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は、115百万円となり、当第３四半期連結累計期間では、

326百万円となりました。これは、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３四半期連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は、４百万円となり、当第３四半期連結累計期間では、６

百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間の財務活動の結果使用した資金は、78百万円となり、当第３四半期連結累計期間では、

296百万円の支出となりました。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。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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今後の見通しにつきましては、世界的金融危機の連鎖が本格化し、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。 

なお、通期の業績につきましては、昨今の証券市場の混乱等を勘案考慮し、平成20年11月10日に発表した業績予想

数値の、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

が、今後の月例数値の推移によっては、見込数値に変更が生ずる可能性もありますので、最新の数値を迅速に算定し、

変更が生ずる場合は、速やかに発表致します。  

 該当する事項はありません。   

 該当する事項はありません。 

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 

（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 

当第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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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 58,198 33,646

受取手形及び売掛金 221,014 192,946

商品 5,791 6,290

製品 19,094 20,214

原材料 66,675 61,130

仕掛品 28,232 24,301

貯蔵品 930 2,014

その他 18,136 11,916

流動資産合計 418,074 352,461

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 △133,795 △131,864

機械装置及び運搬具（純額） 6,241 8,172

工具、器具及び備品 183,094 182,444

減価償却累計額 △181,999 △181,641

工具、器具及び備品（純額） 1,095 803

土地 20,858 20,858

有形固定資産合計 28,195 29,834

投資その他の資産   

投資有価証券 477,650 2,512,781

長期滞留債権 199,295 199,443

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 498,219 2,533,613

固定資産合計 526,415 2,563,448

資産合計 944,489 2,915,909
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（単位：千円）

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 159,852 112,243

短期借入金 47,000 343,000

賞与引当金 2,437 1,758

未払金 13,324 14,336

その他 30,856 28,207

流動負債合計 253,471 499,547

固定負債   

退職給付引当金 2,850 10,873

役員退職慰労引当金 54,525 50,493

その他 11,404 11,404

固定負債合計 68,779 72,770

負債合計 322,250 572,318

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 △2,493,731 △1,173,478

自己株式 △1,540 △1,529

株主資本合計 1,020,581 2,340,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △402,284 △818

評価・換算差額等合計 △402,284 △818

少数株主持分 3,941 3,565

純資産合計 622,238 2,343,591

負債純資産合計 944,489 2,915,909

森電機㈱ (６９９３) 平成21年３月期 第３四半期決算短信

－5－



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 467,260

売上原価 570,146

売上総損失（△） △102,885

販売費及び一般管理費 316,585

営業損失（△） △419,471

営業外収益  

受取利息 91

受取配当金 426

その他 252

営業外収益合計 770

営業外費用  

支払利息 5,017

その他 64

営業外費用合計 5,082

経常損失（△） △423,782

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

減損損失 3,500

特別損失合計 895,974

税金等調整前四半期純損失（△） △1,317,999

法人税、住民税及び事業税 1,876

法人税等合計 1,876

少数株主利益 376

四半期純損失（△） △1,320,252
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 164,338

売上原価 244,413

売上総損失（△） △80,075

販売費及び一般管理費 107,920

営業損失（△） △187,996

営業外収益  

受取利息 26

受取配当金 30

その他 17

営業外収益合計 73

営業外費用  

支払利息 765

その他 64

営業外費用合計 830

経常損失（△） △188,753

特別損失  

減損損失 3,500

特別損失合計 3,500

税金等調整前四半期純損失（△） △192,253

法人税、住民税及び事業税 625

法人税等合計 625

少数株主利益 126

四半期純損失（△） △193,004
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △1,317,999

減価償却費 2,289

投資有価証券評価損益（△は益） 892,474

減損損失 3,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 678

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,023

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,032

受取利息及び受取配当金 △518

支払利息 5,017

売上債権の増減額（△は増加） △28,067

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,773

仕入債務の増減額（△は減少） 47,608

未払金の増減額（△は減少） 913

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,141

その他の固定資産の増減額（△は増加） 741,452

その他の流動負債の増減額（△は減少） △266

小計 330,176

利息及び配当金の受取額 439

利息の支払額 △1,476

法人税等の支払額 △2,501

営業活動によるキャッシュ・フロー 326,638

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 △6,075

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,075

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △11

短期借入金の返済による支出 △296,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △296,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 24,551

現金及び現金同等物の期首残高 33,646

現金及び現金同等物の四半期末残高 58,198
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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３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四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３四半期連結累計期間に419百万円の営業損失を計上して

おり、当第３四半期連結累計期間に1,320百万円の四半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、昨今の金融市場混乱による動向を慎重に精査しながら、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。 

 <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
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当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

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） 

 （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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第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） 

 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。  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第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） 

 海外売上高がないため、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〕 

  
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 164,338 ― 164,338 ― 164,338

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ―

計 164,338 ― 164,338 ― 164,338

   営業利益又は営業損失（△） 22,358 △120,898 △98,539  △89,456 △187,996

  
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 467,260 ― 467,260 ― 467,260

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ―

計 467,260 ― 467,260 ― 467,260

   営業利益又は営業損失（△） 62,101 △217,176 △155,075  △264,395 △419,471

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 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書  

  

  前第３四半期連結累計期間   

科目 
（自 平成19年４月１日 

   至 平成19年12月31日） 
  

  金額 （千円）   

  Ⅰ  売上高 438,714    

  Ⅱ  売上原価 330,744    

    売上総利益 107,969    

  Ⅲ  販売費及び一般管理費 330,873    

    営業利益 △222,903    

  Ⅳ  営業外収益 1,850    

  Ⅴ  営業外費用 7,427    

    経常利益 △228,480    

  Ⅵ  特別利益 119,115    

  Ⅶ  特別損失 11,571    

     税金等調整前四半期純利益 △120,936    

     税金費用 1,876    

     少数株主利益 △376    

     四半期純利益 △123,189    
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