
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 森電機 上場取引所 東 

コード番号 6993 URL http://www.moridenki-mfg.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小川 浩平

問合せ先責任者 （役職名） 総務部長 （氏名） 高橋 秀成 TEL 03-3448-7300
四半期報告書提出予定日 平成22年2月15日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 360 △22.9 △224 ― △45 ― △56 ―

21年3月期第3四半期 467 ― △419 ― △423 ― △1,320 ―

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

22年3月期第3四半期 △0.19 ―

21年3月期第3四半期 △4.70 ―

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

22年3月期第3四半期 1,377 1,114 80.2 3.54
21年3月期 944 622 65.4 2.20

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,105百万円 21年3月期  618百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 532 ― △320 ― △100 ― △77 ― △0.24



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）  有  

平成21年7月1日をもって、株式会社 エスビオーが新たに連結子会社となりました。 

(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  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 

 本決算短信における予想値および将来の見通しに関する記述・言明は、弊社が現時点で入手可能な情報による判断および仮定に基づいております。そ
の判断や仮定に内在する不確実性および事業運営や内外の状況変化により、実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なる可能性があり、弊社は将
来予測に関するいかなる内容についても、その確実性を保証するものではありません。 

新規 1社 （社名 株式会社 エスビーオー ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 312,176,165株 21年3月期  280,926,165株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  72,743株 21年3月期  71,773株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 297,831,168株 21年3月期第3四半期 280,857,171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におけるわが国の経済は、企業活動の停滞や厳しい雇用情勢と相俟って、未だに先の見え

ない状況が続いており、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、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、引続き厳しい状況下にあります。 

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 360 百万円（前年同期

比 22.9％減）、営業損失 224 百万円（前年同期比 46.4％改善）、経常損失 45 百万円（前年同期比 89.3％改善）、当期

純損失 56 百万円（前年同期比 95.6％改善）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 308 百万円（前年同期比 23.5％減）、電気工事材群におきましては、売上高 1百万円（同 80.3％減）、制御機器群

におきましては、売上高 46 百万円（同 16.4％減）となりました。なお、電機事業全体の売上高は 356 百万円の前年同

期比 23.7％減を計上しており、同業他社の低価格攻勢により、選別受注販売の徹底を図ったにもかかわらず、電機事業

自体の売上総利益は 73 百万円にとどまりました。また、販売費・管理費において、継続的に削減を実施したものの、十

分な業績回復には至りませんでした。 

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引続き継続的に実施す

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、投資事業においては、連結子会社の株式会社エスビーオー（以下「SBO」といいます。）及び SBO の連結会社で

あるオリオン・キャピタル・マネージメント株式会社を通じて、株式会社ディーワンダーランド（ジャスダック 9611、

以下「DW」といいます。）の株式を 38.6％保有しております。DW は、発行済株式の 100%を保有する、質店・中古ブラン

ド品売買の最大手である株式会社大黒屋との連結会計を実施していることから、当社は、今期について、202 百万円の

持分法収益を計上しております。 

 

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 

当第３四半期連結累計期間末の資産の部につきましては、流動資産が現金及び預金の 385 百万円、受取手形及び売掛

金の 184 百万円、たな卸資産が 123 百万円にて合計 716 百万円になり、前連結会計年度末に比べ 375 百万円の増加とな

りました。これは、現金及び預金の増加によるものです。また、資産合計は、1,377 百万円となり、前連結会計年度末

に比べ 254 百万円の増加となりました。 

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 10 百万円減少し 262 百万円となりました。 

この結果、純資産合計は、1,114 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、前連結会計年度末に

比べ 348 百万円増加し 385 百万円となりました。 

当第３四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３四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、12 百万円となりました。 

 

（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の投資活動の結果得られた資金は、49 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３四半期連結累計期間の財務活動の結果得られた資金は、259 百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、経済情勢も停滞傾向を示していることから、本格的な企業業績の回復には至っておら

ず、設備投資等も抑制傾向にあることから、電機事業については、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。 

また、投資事業においては、連結子会社の株式会社エスビーオー（以下「SBO」といいます。）及び SBO の連結会社で

あるオリオン・キャピタル・マネージメント株式会社を通じて、株式会社ディーワンダーランド（9611、以下「DW」と

いいます。）の株式を 38.6％保有しており、安定的な持分法収益を予定しております。なお、DW は、平成 22 年 2月 9日

付にて、ジャスダック証券取引所から上場廃止になりましたが、継続して通常業務を続けるうえ、発行済株式の100%を

保有する、質店・中古ブランド品売買の最大手である株式会社大黒屋との連結会計による安定的経営を目指しておりま

す。 

通期の業績につきましては、平成 21 年 11 月 13 日に発表した、売上高 532 百万円、営業損失 320 百万円、経常損失

100 百万円、当期純損失 77 百万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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

平成 21 年 7月 1日をもって、株式会社エスビーオーを買収 

（連結会社のオリオン・キャピタル・マネージメント株式会社を保有） 

 

（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 

前連結会計年度より「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 

前第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。 
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 385,127 36,902

受取手形及び売掛金 184,596 172,708

商品及び製品 17,428 24,865

仕掛品 32,462 28,281

原材料及び貯蔵品 73,988 65,706

その他 23,271 13,020

貸倒引当金 △75 －

流動資産合計 716,800 341,484

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 78,863 71,063

減価償却累計額 △71,128 △71,063

建物及び構築物（純額） 7,734 0

機械装置及び運搬具 129,657 127,646

減価償却累計額 △115,852 △122,048

機械装置及び運搬具（純額） 13,805 5,597

工具、器具及び備品 182,992 183,094

減価償却累計額 △182,355 △182,154

工具、器具及び備品（純額） 637 940

土地 23,468 20,858

有形固定資産合計 45,645 27,396

無形固定資産   

その他の施設利用権 5,664 －

無形固定資産合計 5,664 －

投資その他の資産   

投資有価証券 587,622 732,059

長期滞留債権 199,147 199,295

その他 35,620 35,433

貸倒引当金 △213,302 △213,302

投資その他の資産合計 609,088 753,486

固定資産合計 660,398 780,882

資産合計 1,377,198 1,122,366

森電機㈱(6993)平成22年3月期 第3四半期決算短信
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 117,672 135,848

短期借入金 17,000 17,000

賞与引当金 759 1,524

未払金 27,824 24,640

その他 31,309 23,149

流動負債合計 194,565 202,161

固定負債   

退職給付引当金 109 5,830

役員退職慰労引当金 61,264 56,413

その他 6,630 8,716

固定負債合計 68,004 70,961

負債合計 262,570 273,123

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,996,600 1,869,100

資本剰余金 1,774,252 1,646,752

利益剰余金 △2,665,165 △2,608,365

自己株式 △1,552 △1,537

株主資本合計 1,104,134 905,949

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,268 △60,554

評価・換算差額等合計 1,268 △60,554

新株予約権 5,000 －

少数株主持分 4,225 3,848

純資産合計 1,114,628 849,243

負債純資産合計 1,377,198 1,122,366

森電機㈱(6993)平成22年3月期 第3四半期決算短信
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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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 467,260 360,020

売上原価 570,146 249,464

売上総利益又は売上総損失（△） △102,885 110,555

販売費及び一般管理費 316,585 335,134

営業損失（△） △419,471 △224,579

営業外収益   

受取利息 91 81

受取配当金 426 302

持分法による投資利益 － 202,722

その他 252 2,740

営業外収益合計 770 205,846

営業外費用   

支払利息 5,017 1,901

匿名組合投資損失 － 24,439

その他 64 －

営業外費用合計 5,082 26,340

経常損失（△） △423,782 △45,073

特別利益   

賞与引当金戻入額 1,758 1,524

特別利益合計 1,758 1,524

特別損失   

投資有価証券評価損 892,474 －

減損損失 3,500 2,916

特別損失合計 895,974 2,916

税金等調整前四半期純損失（△） △1,317,999 △46,465

法人税、住民税及び事業税 1,876 9,957

法人税等合計 1,876 9,957

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,319,875 △56,423

少数株主利益 376 376

四半期純損失（△） △1,320,252 △56,800

森電機㈱(6993)平成22年3月期 第3四半期決算短信
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △46,465

減価償却費 2,289 3,126

投資有価証券評価損益（△は益） 892,474 －

減損損失 3,500 2,916

賞与引当金の増減額（△は減少） 678 △765

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 75

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,023 △5,721

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,032 4,851

受取利息及び受取配当金 △518 △383

支払利息 5,017 1,901

匿名組合投資損益（△は益） － 23,590

持分法による投資損益（△は益） － △202,722

売上債権の増減額（△は増加） △28,067 △11,888

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,773 △5,026

仕入債務の増減額（△は減少） 47,608 △18,176

未払金の増減額（△は減少） 913 3,104

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,141 △60,710

その他の固定資産の増減額（△は増加） 741,452 327,943

その他の流動負債の増減額（△は減少） △266 7,171

小計 330,176 22,819

利息及び配当金の受取額 439 302

利息の支払額 △1,476 △294

法人税等の支払額 △2,501 △10,575

営業活動によるキャッシュ・フロー 326,638 12,252

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 △31,961

投資有価証券の売却による収入 － 81,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,075 49,038

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 250,000

新株予約権の発行による収入 － 10,000

自己株式の取得による支出 △11 △15

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 △296,011 259,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 24,551 321,274

現金及び現金同等物の期首残高 33,646 36,902

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 26,949

現金及び現金同等物の四半期末残高 58,198 385,127
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（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〕 

  前第 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) 

 

 

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） 

 

467,260

  

467,260

 

― 

― 

 売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 

(2) セグメント間の内部売上高 

467,260― 

― ― ― 

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

 

  当第 3四半期連結累計期間(自 平成 21 年 4 月 1日 至平成 21 年 12 月 31 日) 

 

 

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  

356,835

―

3,185

―

360,020

―

(1) 外部顧客に対する売上高 ― 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

― 

360,020

―

計 356,835 3,185  360,020 ― 360,020

営業利益又は営業損失（△） △288,214 63,635 △224,579 ― △224,579

(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   

事業区分 主要製品 

電機事業 産業用照明器具・電気工事材・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〕 

前第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)及び当第３四半期連結累計

期間（自 平成 21 年 4 月 1日至 平成 21 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。 
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〔海外売上高〕 

前第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)及び当第３四半期連結累計

期間（自 平成 21 年 4 月 1日至 平成 21 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。 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結会計期間末（平成 21 年 12 月 31 日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成 21

年 4月 1日至  平成 21 年 12 月 31 日） 

 

１．発行済株式の種類及び総数 

普通株式  312,176 千株 

 

２．自己株式の種類及び株式数 

普通株式     72 千株 

 

３．新株予約権に関する事項 

第６回乃至第 10 回新株予約権 

  新株予約権の目的となる株式の種類       普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数       31,250 千株 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高    5,000 千円 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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