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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 485 △21.2 △312 ― △20 ― △44 ―

21年3月期 616 4.4 △533 ― △537 ― △1,434 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △0.14 ― △4.2 △1.6 △64.4

21年3月期 △5.11 ― △90.0 △26.6 △86.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  312百万円 21年3月期  ―百万円

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 1,517 1,265 83.3 3.69
21年3月期 1,122 849 75.3 3.01

（参考） 自己資本   22年3月期  1,265百万円 21年3月期  845百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △192 43 499 411
21年3月期 336 △7 △326 36

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―

22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―

23年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

230 1.7 △170 ― 20 ― 10 ― 0.03

通期 525 8.2 △325 ― 75 ― 50 ― 0.15

－ 1 －



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、株式会社エスビーオー及びオリオン・キャピタル・マネージメント株式会社が新たに連結子会社になりました。 
また、平成22年３月31日付で、連結子会社であったサクラダ・ホールディングス一般社団法人が除外となりました。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 2社 （社名
株式会社エスビーオー、オリオン・キ
ャピタル・マネージメント株式会社

） 除外 1社 （社名
サクラダ・ホールディングス一般社団
法人

）

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 342,176,165株 21年3月期 280,926,165株

② 期末自己株式数 22年3月期  72,873株 21年3月期  71,773株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 482 △21.7 △372 ― △93 ― △98 ―

21年3月期 616 4.4 △266 ― △853 ― △1,751 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △0.32 ―

21年3月期 △6.24 ―

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 1,324 992 74.8 2.90
21年3月期 1,947 529 27.1 1.88

（参考） 自己資本 22年3月期  992百万円 21年3月期  529百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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及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及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及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。 

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

第2四半期 
累計期間

230 3.1 △165 ― △165 ― △170 ― △0.49

通期 525 8.8 △320 ― △320 ― △325 ― △0.95

－ 2 －



（１）経営成績に関する分析  

 ①当期の経営成績 

前年のリーマン・ショック以降急激に落ち込んでいた世界経済は、年度前半には景気減速に底打ちがみられ、年度

後半にかけては企業の生産活動を中心に緩やかながら回復基調が続きました。しかしながら、国内における設備投資

や消費に対するマインドは年度を通じて軟調に推移しました。当社グループ(当社、連結子会社及び関連会社)を取り

巻く環境におきましても、民間の設備投資等の見合わせや延期が継続し、市場規模の小さい電機事業分野において

は、より一層の価格競争と相まって依然として停滞の状況が続いております。投資事業分野における一般経済環境と

しては、前年の景気減速に伴う雇用調整や消費者心理の悪化等の影響により、年度後半には回復の兆しが見えるもの

の依然として厳しい状況が続いております。しかしながら、投資事業分野の成果として当社が平成21年７月１日付け

で株式会社エスビーオー（以下「ＳＢＯ」といいます。）を通じて関連会社とした株式会社大黒屋（以下「大黒屋」

といいます。）が、リーマン・ショック後の影響の余波が残る中、売上を回復させて当社の連結利益に大きく貢献す

ることが出来ました。                                          

このような状況のもとで、当社グループの連結での業績は、売上高485百万円、営業損失312百万円、経常損失20百

万円（前年度から516百万円の改善）、当期純損失44百万円（前年度から1,390百万円の改善）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。 

産業用照明器具群におきましては、売上高418百万円（前年比22％減）、電気工事材群におきましては、売上高３

百万円（同69％減）、制御機器群におきましては、売上高60百万円（前年比12％減）となりました。なお、電機事業

全体の売上高は482百万円と前年比21％減少し、同業他社の低価格攻勢の中、利益重視により選別受注販売を図りま

したが、売上の量的減少を補えず原材料価格の高止まりの影響もあり、売上総利益は100百万円にとどまりました。 

投資事業においては、平成18年３月より当社が単独出資する匿名組合の営業者であるサクラダ・ホールディングス

一般社団法人（以下「ＳＨ」といいます。）を通じて、株式会社サクラダ（コード5917 東証１部、以下「サクラ

ダ」といいます。）の再生スポンサーとして事業再生投資をして参りましたが、当社とサクラダとのスポンサー契約

終了に伴い、保有する優先株は、平成21年７月１日にサクラダに売却し、転換したサクラダ普通株も平成22年３月期

の第４四半期中に売却が完了しております。このような状況において、ＳＨとの間の匿名組合契約も平成22年３月を

もって契約期日が到来したことから、事業再生投資の目的も完了しているため、当会計年度末をもって匿名組合出資

契約を終了させるに至りました。尚、ＳＨは連結上子会社として取り扱っており匿名組合出資契約解消に伴う連結上

の当期の損益には影響はありません。 

一方、平成21年７月１日付けで当社はＳＢＯを買収し連結子会社とし、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（平成22年２月９日付 ジャスダック証券

取引所を上場廃止、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 大手である大黒屋との連結会計を実施していることから、当社は、当連結

会計年度において、営業外収益として312百万円の持分法投資収益を計上しております。ＤＷの連結子会社である大

黒屋の当期事業年度後半の売上高は、リーマン・ショックの影響を受けた前年同期と較べ12％の増収を達成しました

が、韓国向けを中心とする免税売上高の大幅増を除くと既存店売上はほぼ前年同期と同等であり、国内市場は厳しい

環境下にあるものと思われます。 

  

１．経営成績
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②次期の見通し 

次期業績につきましては、電機事業における売上高の回復、販売費・一般管理費の削減、投資事業においては、Ｄ

Ｗの持分法投資収益400百万円を見込み、連結での通期売上高525百万円、営業損失325百万円、経常利益75百万円、

当期純利益50百万円を予定しております。 

  

平成23年３月期 経営計画（平成22年4月1日～平成23年3月31日）  

〔連結〕                                    （単位：百万円）  

〔個別〕                                    （単位：百万円）  

  

（電機事業について）  

電機事業における次期の事業環境については、企業の投資全般には回復の兆しがみられるものの、当社の対象とす

る国内の産業用機器設備関連の投資の基調としては慎重姿勢が続き、市場規模が小さいことから価格競争圧力は残

り、原材料費等の高止まりと併せて、収益的には依然として厳しい状況が続くものと考えられます。 他方、環境意

識の高まりから省電力・環境対応型の製品に対する潜在需要が見込まれ、今後その顕在化は新たな機会であると考え

られます。 

このような状況において、当社としては、生産面では、社内生産体制の更なる効率化と在庫削減、製品の統廃合に

より、徹底した製造原価の削減を実施し、販売面では選別受注を継続し製造原価上昇分の販売価格への転嫁を図ると

ともに、代行店の協力を得ながら顧客満足度の改善及び環境製品を含めたニーズの収集と販路の開拓に邁進してまい

ります。当社には創業以来100年に及ぶ産業用照明機器分野での多大なノウハウが蓄積されており、固定顧客層も多

いことから今後はその強みを再度見直し、事業の建て直しを図っていく予定です。 

  

（投資事業について ） 

ＤＷグループの大黒屋をめぐる国内事業環境は、消費マインド回復の兆しはみられるものの、依然不透明ではあ

ることから、前期と同水準の400百万円の持分法投資収益を予定しております。 

   

(２)財政状態に関する分析  

 ① 資産、負債及び純資産の状況  

当連結会計年度末の資産につきましては、前事業年度末に比べ395百万円増加し1,517百万円となりました。これは、当会

計年度において連結対象となった会社の現預金及び新株予約権の行使による払込金が主な要因であります。  

負債につきましては、前事業年度末に比べ21百万円減少し252百万円となりました。 

純資産につきましては、当期純損失44百万円を計上しましたが、新株予約権の行使による株主資本の増加、並びに前期計

上した有価証券評価差額金がなくなった結果、415百万円増加し1,265百万円となりました。  

  売上高  営業利益  経常利益  当期純利益  

第２四半期  ２３０  △１７０  ２０  １０ 

連結累計期間通期  ５２５   △３２５ ７５ ５０ 

  売上高  営業利益  経常利益  当期純利益  

第２四半期  ２３０ △１６５ △１６５  △１７０ 

  個別累計期間通期  ５２５ △３２０ △３２０  △３２５ 
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 ② キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度における現金及び現金同等物 （以下 「資金」 という。） は、前連結会計年度末に比べ374百万円増加

し、当連結会計年度末には、411百万円となりました。  

当連結会計年度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）  

営業活動の結果使用した資金は、192百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果得られた資金は、43百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却により得た資金に、新規連結子

会社株式の取得対価等とその時点で同社が保有していた資金との差額を支出した分を差し引いたものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果得られた資金は、499百万円となりました。これは、主に新株予約権の行使により払い込まれた資金によるも

のであります。  

(資金繰りについて)  

当会計年度末の資金残高は411百万円と前年度末から大幅に増加しており、通常の営業活動に必要な資金については、

受取手形及び売掛金のファクタリングにて十分に確保出来ている状況です。 投資活動に必要な資金は高収益企業で

ある大黒屋からの配当や財務活動により確保して参ります。 

   

キャッシュ・フロー関連指標の推移  

自己資本比率：自己資本／総資産  

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い  

  

(注1) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。  

(注2) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しておりますが、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、上表中の

キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは表示しておりません。  

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

当社グループは、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針と位置づけ、早期に実現できるよう、最重要課題として取組ん

でおり業績の回復に努めてまいります。なお、今期における配当金につきましては、経営業況を鑑み、実施を見送らせていただ

くこととさせていただきます。  

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率  84.4％ 80.3％ 75.3％ 83.3％

時価ベースの自己資本比率  197.0％ 115.5％ 125.1％ 270.6％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  ―  ―  ―  ―  

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  ―  ―  ―  ―  
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 当社グループは、当社（森電機株式会社）、連結対象会社２社及び関連会社１社で構成され、電機事業をベースに商品の製

造・販売を主体とする事業活動と、事業再生投資を主な内容とする事業活動を展開しております。  

 当該事業の関わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りであります。 

電機事業…………… 当社の製品は、産業用照明器具群、制御機器群、電気工事材群から構成されており、産業用照明

器具群と電気工事材群は、各地区の代行店及び代理店を通じて販売しております。制御機器群は、

主としてＯＥＭ商品、特定ユーザー向け商品として販売をしております。 

投資事業…………… 下記の通り、事業再生投資を行っております。 

 当社グループを図示すると次のとおりとなります。 

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、(4）会社の対処すべき課題、

 (5）その他、会社の経営上重要な事項は、平成20年３月期決算短信（平成20年５月15日開示）により開示を行った

内容から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

   （当社ホームページ） 

    http://www.moridenki-mfg.com/ir/index2008.html  

  （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 36,902 411,707

受取手形及び売掛金 172,708 187,336

商品及び製品 24,865 13,183

仕掛品 28,281 34,118

原材料及び貯蔵品 65,706 65,422

未収入金 － 87,648

その他 13,020 14,368

貸倒引当金 － △75

流動資産合計 341,484 813,711

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 71,063 109,577

減価償却累計額 △71,063 △71,398

建物及び構築物（純額） 0 38,179

機械装置及び運搬具 127,646 129,657

減価償却累計額 △122,048 △118,221

機械装置及び運搬具（純額） 5,597 11,435

工具、器具及び備品 183,094 183,296

減価償却累計額 △182,154 △182,760

工具、器具及び備品（純額） 940 536

土地 20,858 23,468

有形固定資産合計 27,396 73,619

無形固定資産   

その他の施設利用権 － 5,519

無形固定資産合計 － 5,519

投資その他の資産   

投資有価証券 732,059 600,692

長期滞留債権 199,295 199,147

その他 35,433 37,722

貸倒引当金 △213,302 △213,302

投資その他の資産合計 753,486 624,260

固定資産合計 780,882 703,399

資産合計 1,122,366 1,517,110
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 135,848 103,699

短期借入金 17,000 17,000

賞与引当金 1,524 1,794

未払金 24,640 27,737

その他 23,149 31,981

流動負債合計 202,161 182,212

固定負債   

退職給付引当金 5,830 －

役員退職慰労引当金 56,413 63,966

その他 8,716 5,922

固定負債合計 70,961 69,888

負債合計 273,123 252,100

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,869,100 2,119,000

資本剰余金 1,646,752 1,896,652

利益剰余金 △2,608,365 △2,750,437

自己株式 △1,537 △1,553

株主資本合計 905,949 1,263,661

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △60,554 1,148

評価・換算差額等合計 △60,554 1,148

新株予約権 － 200

少数株主持分 3,848 －

純資産合計 849,243 1,265,010

負債純資産合計 1,122,366 1,517,110
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 616,285 485,552

売上原価 729,596 347,242

売上総利益又は売上総損失（△） △113,310 138,309

販売費及び一般管理費 419,774 451,078

営業損失（△） △533,085 △312,768

営業外収益   

受取利息 141 162

受取配当金 436 302

持分法による投資利益 － 312,977

その他 1,098 3,564

営業外収益合計 1,676 317,006

営業外費用   

支払利息 5,404 1,248

匿名組合投資損失 － 23,590

その他 280 204

営業外費用合計 5,685 25,043

経常損失（△） △537,094 △20,805

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 －

たな卸資産評価損 － 677

減損損失 4,018 3,956

特別損失合計 896,493 4,634

税金等調整前当期純損失（△） △1,431,829 △23,915

法人税、住民税及び事業税 2,774 19,831

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △43,746

少数株主利益 283 306

当期純損失（△） △1,434,887 △44,053
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,869,100 1,869,100

当期変動額   

新株の発行 － 249,900

当期変動額合計 － 249,900

当期末残高 1,869,100 2,119,000

資本剰余金   

前期末残高 1,646,752 1,646,752

当期変動額   

新株の発行 － 249,900

当期変動額合計 － 249,900

当期末残高 1,646,752 1,896,652

利益剰余金   

前期末残高 △1,173,478 △2,608,365

当期変動額   

当期純損失（△） △1,434,887 △44,053

連結範囲の変動 － △98,018

当期変動額合計 △1,434,887 △142,071

当期末残高 △2,608,365 △2,750,437

自己株式   

前期末残高 △1,529 △1,537

当期変動額   

自己株式の取得 △8 △16

当期変動額合計 △8 △16

当期末残高 △1,537 △1,553

株主資本合計   

前期末残高 2,340,844 905,949

当期変動額   

新株の発行 － 499,800

当期純損失（△） △1,434,887 △44,053

自己株式の取得 △8 △16

連結範囲の変動 － △98,018

当期変動額合計 △1,434,895 357,711

当期末残高 905,949 1,263,661
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △818 △60,554

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,736 61,703

当期変動額合計 △59,736 61,703

当期末残高 △60,554 1,148

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 200

当期変動額合計 － 200

当期末残高 － 200

少数株主持分   

前期末残高 3,565 3,848

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 283 △3,848

当期変動額合計 283 △3,848

当期末残高 3,848 －

純資産合計   

前期末残高 2,343,591 849,243

当期変動額   

新株の発行 － 499,800

当期純損失（△） △1,434,887 △44,053

連結範囲の変動 － △98,018

自己株式の取得 △8 △16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,452 58,054

当期変動額合計 △1,494,348 415,767

当期末残高 849,243 1,265,010
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,431,829 △23,915

減価償却費 3,088 6,011

投資有価証券評価損益（△は益） 892,474 －

減損損失 4,018 3,956

賞与引当金の増減額（△は減少） △234 270

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） △5,042 △5,830

前払年金費用の増減額（△は増加） － △2,234

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,920 7,552

受取利息及び受取配当金 △577 △465

雑収入 － △3,564

雑損失 － 0

支払利息 5,404 1,248

持分法による投資損益（△は益） － △312,977

匿名組合投資損益（△は益） － 23,590

株式交付費 － 204

売上債権の増減額（△は増加） 20,238 △14,628

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,901 6,128

仕入債務の増減額（△は減少） 23,604 △32,148

未払金の増減額（△は減少） △1,406 2,409

その他の流動資産の増減額（△は増加） △964 △85,308

その他の固定資産の増減額（△は増加） 827,915 260,015

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,898 △2,958

小計 340,608 △172,568

利息及び配当金の受取額 438 374

利息の支払額 △1,785 △379

法人税等の支払額 △2,747 △19,807

営業活動によるキャッシュ・フロー 336,513 △192,381

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 △7,249 △58,587

無形固定資産の取得による支出 － △5,810

投資有価証券の売却による収入 － 651,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △543,050

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,249 43,552
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △326,000 －

株式の発行による収入 － 489,796

自己株式の取得による支出 △8 △16

新株予約権の発行による収入 － 10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △326,008 499,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,255 350,949

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）

－ 23,854

現金及び現金同等物の期末残高 36,902 411,707
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   該当事項はありません。 

なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における記載から重要な変更がないため開示

を省略しております。 

(5）継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関

する事項 

（1）連結子会社の数 １社  

サクラダ・ホールディングス有限責任中間法人 

サクラダ・ホールディングス有限責任中間法人に

ついては、同社が営業者である匿名組合に対し当

社が単独で匿名組合出資を行っていることから、当

該匿名組合の権利義務及び損益等のリスクを実質

的に当社が負担していると認められるため、連結の

範囲に含めております。 

（1）連結子会社の数 ２社 

 株式会社エスビーオー 

 第２四半期連結会計期間より、株式会

社エスビーオーを買収したため、連結の

範囲に含めている。 

  なお、前連結会計年度において連結子

会社でありましたサクラダ・ホールディン

グス一般社団法人は匿名組合出資契約終

了のため、連結の範囲から除いております。 

２．持分法の適用に

関する事項 

―――――――――― （1）持分法適用関連会社 １社 

  株式会社ディーワンダーランド 

    第２四半期連結会計期間の平成21年７月

１日に株式会社エスビーオーを買収し、同

日株式会社エスビーオーが匿名組合の営業

者であるオリオン・キャピタル・マネージ

メント株式会社の株式を100％取得した結

果、株式会社ディーワンダーランド（以下

「ＤＷ」という。）の株式を38.6％保有す

る形になりました。なお、ＤＷは株式会社

大黒屋（以下「大黒屋」といい、ＤＷ及び

大黒屋を総称して「ＤＷグループ」とい

う。）の株式を100％所有していることか

ら、同年７月１日をもって、ＤＷグループ

を当社の持分法適用関連会社としました。 

３．連結子会社の事

業年度等に関す

る事項 

  連結子会社である、サクラダ・ホールディングス 

有限責任中間法人の決算日は２月28日でありま

す。連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算

日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表

を基礎としております。 

  連結子会社である、オリオン・キャピタル・

マネージメント株式会社の決算日は９月30日で

あります。連結財務諸表の作成にあたっては、連結

決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務

諸表を基礎としております。 

 なお、株式会社エスビーオーの決算日は、連結

決算日と一致しております。  
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連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、関

連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企業結

合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略しております。 

なお、当該注記事項に関しては、平成22年６月29日提出予定の有価証券報告書に記載しており、EDINETでご覧いた

だくことができます。 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50

号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな

卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記して

おります。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

26,504千円、24,301千円、63,145千円であります。 

（連結貸借対照表） 

「未収入金」は、前連結会計年度まで、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度にお

いて、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しま

した。 なお、前連結会計年度末の「未収入金」は1,847

千円であります。 

注記事項

（開示の省略）
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品又は事業内容 

(１)電機事業・・・・・・・・産業用照明器具・電気工事材・制御機器 

(２)投資事業・・・・・・・・有価証券の保有及び運用 

３．営業費用のうち、消却又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（340,963千円）の主なものは、親会社本社の総

務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、106,936千円であり、親会社本社の総務部門等管理

部門に係るものであります。 

５. 会計方針の変更 

    当連結会計年度より、「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日公表分）を

適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 

（セグメント情報）

ａ．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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  616,285  ―  616,285  ―  616,285

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―

計  616,285  ―  616,285  ―  616,285

   営業費用  539,077  269,330  808,408  340,963  1,149,371

   営業利益又は営業損失（△）  77,208  △269,330  △192,122  △340,963  △533,085

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
          

資産  291,561  723,868  1,015,430  106,936  1,122,366

減価償却費  ―  ―  ―  3,088  3,088

減損損失  4,018  ―  4,018  ―  4,018

資本的支出  4,018  ―  4,018  ―  4,018

森電機㈱ (6993) 平成22年３月期 決算短信

－ 17 －



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品又は事業内容 

(１)電機事業・・・・・・・・産業用照明器具・電気工事材・制御機器 

(２)投資事業・・・・・・・・有価証券の保有及び運用 

３. 営業費用のうち、消却又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（414,038千円）の主なものは、親会社本社の総

務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、829,658千円であり、親会社本社の総務部門等管理

部門に係るものであります。 

５．会計方針の変更 

   当連結会計年度より、「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日公表分）を

適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  482,371  3,180  485,552  ―  485,552

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―

計  482,371  3,180  485,552  ―  485,552

   営業費用  440,357  △56,074  384,282  414,038  798,320

   営業利益又は営業損失（△）  42,014  59,254  101,269  △414,038  △312,768

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
          

資産  86,759  600,692  687,452  829,658  1,517,110

減価償却費  6,011  ―  6,011  ―  6,011

減損損失  3,956  ―  3,956  ―  3,956

資本的支出  61,710  ―  61,710  ―  61,710
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当連結会計年度においては、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。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 当連結会計年度においては、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。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当連結会計年度は海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 当連結会計年度は海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 （注）１．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、当期純損失が計上されているため記載をしておりませ

ん。 

１株当たり純資産額  3円 01銭 

１株当たり当期純損失   5円 11銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、当期純損失が計上されているため記載をしておりませ

ん。 

１株当たり純資産額   円  銭 3 69

１株当たり当期純損失    円  銭 0 14

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純損失（千円）  1,434,887  44,053

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―  ―

普通株式に係る当期純損失（千円）  1,434,887  44,053

期中平均株式数（千株）  280,856  302,418

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

  旧商法第280条ノ20及び旧商法第

280条ノ21の規定に基づく新株予約

権（ストックオプション）１種類

(新株予約権の数14,822個) 

  旧商法第280条ノ20及び旧商法第

280条ノ21の規定に基づく新株予約

権（ストックオプション）１種類

(新株予約権の数 個) 14,822

  
前連結会計年度末 

（平成21年３月31日） 

当連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 

 純資産の部の合計額（千円）  849,243  1,265,010

 純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
 3,848  ―

 （うち少数株主持分）                            (3,848)                            ( ) ―

 普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
 845,394  1,264,810

 １株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数（千株） 
 280,854  342,103
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

1． 当社は、平成21年４月３日開催の取締役会において、

第三者割当による第１回乃至第10回新株予約権（行使条項

修正条項付新株予約権）の発行を決議致しております。  

  

(1) 第三者割当により発行される新株予約権の目的  

当社は、株主数の増加に伴う証券代行手数料の増加、

監査の強化による監査報酬の増加等の上場維持費用の増

加、当社の本業の構造的な赤字体質及び昨今の世界的金

融危機の状況下での電機事業の売上の減少等の要因によ

り、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象が継続

しておりました。  

本新株予約権発行は、当社の継続企業の前提に重要な

疑義を抱かせる事象または状況の改善を目的として行っ

たものであり、２年間にわたり当社財務体質の強化及び

運転資金調達のためのファイナンスを実施することによ

り、当社の存続を確保するとともに、これにより当社の

中長期的存続及び発展につなげるべき橋頭堡となるもの

と考えております。  

なお、本新株予約権の行使による発行代り金は、主と

して当社運転資金に充当する予定でありますが、当社の

中期経営計画に基づく投資事業の一環として取得するこ

とを決定した、株式会社サクラダ保有の投資子会社の株

式会社エスビーオーの株式取得資金の一部に充当する場

合もあります。  

  

(2) 本新株予約権の特徴  

① 当社の判断により、回号ごとに行使価額の修正開始が

可能であり、行使価額の修正が行われた回号は以後毎

月一回の行使価額修正が行われ、回号ごとの行使促進

による柔軟な資金調達を目指すことが出来ます。  

■ 本新株予約権は全10回号の新株予約権から構成されて

おり、各回号は全て同一の発行条件です。１回号の全て

の新株予約権が行使された場合に払い込まれる出資金額

は、5,000万円ですので、全10回号の行使時の出資金額

の合計は５億円となります。 

 また、本新株予約権の行使可能期間は約２年間となっ

ております。  

■ 本新株予約権全10回号の行使価額は、当初８円（平成

21年４月３日の当社普通株式の普通取引の終値（以下

「平成21年４月３日の終値」という。）に固定されてお

ります。  

■ 行使価額の修正決定は当社の裁量により行われます

が、通常は(i)株価が上昇して新株予約権の行使が当社

の資金需要以上に進み行使を抑制する必要がある場合、

または(ii)新株予約権の行使が停滞し、当社の資金需要

を満たすために行使を促進する必要がある場合、のいず

れかの場合には行使価額の修正決定が行われるものと思

われます（行使価額の修正を決定した場合には、その都

度開示いたします）。  
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

②修正後の下限行使価格は、４円（平成21年４月３日の

終値の50％）、上限行使価格は、16円（平成21年４月３

日の終値の200％）です。  

■ 当社は、割当日の翌取引日以降新株予約権の行使可能

期間満了日の２週間前までの約２年間、株価水準や流動

性等を勘案し、回号ごとに行使価額の修正開始を決定す

ることができます。修正が開始された場合、行使価額は

修正開始時点の株価の100％に修正され、以降毎月一度

その時点の株価の100％に修正されます。但し、上限は

16円（平成21年４月３日の終値の200％相当額）、下限

は４円（平成21年４月３日の終値の50％相当額）に設定

されます。上記行使価額の修正により、当該修正にかか

る回号の本新株予約権の行使が促進されることが想定さ

れ、行使価額の修正開始決定につき当社に裁量があるこ

とから、柔軟な資金調達が可能になります。なお、修正

開始は当社の裁量により決定されますが、当社といたし

ましては一時期に集中した行使価額の修正と行使が行わ

れ、大きな希薄化が発生するのではないかとの疑念を一

般投資家および株主の皆様に与えないため、修正開始決

定を各月 大２回号までに限定する方針です。  

③新株予約権の行使により交付される株式は、 大

125,000,000株であります。  

■ 本新株予約権は１個あたりの出資金額が固定されてお

り、行使価額が修正される場合、新株予約権の行使によ

り交付される株式数が変動する仕組みとなっておりま

す。従って、株価が上昇して行使価額が上方修正されれ

ば交付される株数が少なくなります。一方、株価が下落

して行使価額が下方修正されれば交付される株数が多く

なりますが、下限行使価額は４円に設定されております

ので、本新株予約権全10回号の行使により交付される類

型株式数の上限は、５億円（＝全10回号の出資金額の合

計）を下限行使価額である４円で除した株数である約

125,000,000株となります。  

■ なお、上限行使価額は16円に設定されておりますの

で、本新株予約権全10回号の行使により交付される類型

株式数の下限は、５億円（＝全10回号の出資金額の合

計）を上限行使価額である16円で除した株数である、

31,250,000株となります。  

④当社の判断により、いつでも本新株予約権の全部また

は一部を取得することができます。  

■ 当社は、いつでも本新株予約権の全部または一部を取

得することができ、本新株予約権の発行後も資本政策の

柔軟性を確保することができます。当社は、本新株予約

権を取得する場合には、当社取締役会で定める取得日の

２週間前までに、当該取得日を、新株予約権原簿に記載

された本新株予約権の新株予約権者（本新株予約権の一

部を取得する場合は、抽選により当社取締役会が決定し

た本新株予約権の新株予約権者）に通知し、取得日に本

新株予約権１個あたり払込金額と同額を交付いたしま

す。当社は、取得した本新株予約権を消却します。  
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3) 本新株予約権の発行要項抜粋  

①新株予約権の割当日及び割当先  

  平成21年４月23日  Arhat Partners Limited社  

②新株予約権の払込期日  

  平成21年４月23日  

③各新株予約権の払込金額及び払込総額  

  本新株予約権１個あたり 20万円×５個×10回 

  払込総額        1,000万円  

④新株予約権の行使可能期間  

  平成21年４月24日から平成23年４月23日までの期間

（以下、当該期間の 終日を「権利行使 終期日」と

いう。）とする。ただし、平成23年４月23日が銀行営

業日でない場合にはその前銀行営業日を権利行使 終

期日とする。  

    

2． 当社は、平成21年４月３日開催の取締役会において、

株式会社サクラダが保有する投資子会社である株式会社

エスビーオーの発行済株式全てを取得し、買収(子会社

化)することを決議致しております。 

  

(1) 株式取得の目的 

当社は、中期経営計画に基く投資事業の一環として、

当社、サクラダ・ホールディングス有限責任中間法人

（以下「ＳＨ」という。）、サクラダ・バイアウト・フ

ァンド有限責任中間法人、及び株式会社サクラダ（コー

ド5917 東証１部、以下「サクラダ」という。）の間で

締結された平成18年１月20日付スポンサー契約書（その

後の変更を含み、以下「スポンサー契約」という。）に

基づき、当社が単独出資する匿名組合（匿名組合営業

者：ＳＨ）を通じて、サクラダより同社のＡ種優先株式

及びＢ種優先株式（以下、総称して「本優先株式」とい

う。）を引き受け、当社の収益基盤の確立と財務体質の

強化を図るため投資を行ってまいりましたが、この度、

平成21年３月31日をもって、かかるスポンサー契約が終

了することとなりました。  

これに伴い、当社は、サクラダより、今後は経営資源

を橋梁事業に集中するため、投資事業からの撤退及び優

先株式の買入消却を実施したいとのご提案を受けまし

た。  

かかるご提案を受け、当社は、中長期経営計画に基づ

く当社投資事業強化の一環として、スポンサー契約終了

に伴い、サクラダが保有している投資子会社の株式会社

エスビーオー（以下「エスビーオー」という。）を買収

することを決議し、平成21年４月３日に、サクラダとの

間でエスビーオーの全発行済株式に関する株式譲渡契約

を締結いたしました。  

エスビーオーは、単独の匿名組合出資を通じて、株式

会社ディーワンダーランド（コード9611 ジャスダック

証券取引所、以下「ＤＷ」という。）の株式を38.6％保

有しており、ＤＷは株式会社大黒屋（以下「大黒屋」と

いう。）の株式を100％所有しております。  
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

平成20年９月30日のＤＷによる開示によれば、ＤＷの

当期純利益は569百万円となっております。エスビーオー

が単独出資している上記匿名組合は、当社がエスビーオ

ーを買収する前に終了し、当該匿名組合の勘定で保有さ

れているＤＷ株式を中心とした資産の現物分配をもって

清算される予定であります。当該匿名組合が終了するこ

とにより、当社は、ＤＷを持分法適用関連会社とし、潜

在的には収益の高い大黒屋の収益性を持分法により当社

の連結会計に反映させることにより、財務体質の強化を

図れると考えております。持分法利益計上が可能である

ことから、当社といたしましても、いち早くエスビーオ

ーを当社の傘下に取り込むことが当社財務基盤の強化及

び当社株主価値の向上に役立てるものと考えておりま

す。  

  

(2) 株式会社エスビーオーの概要  

① 社名       株式会社エスビーオー  

② 代表者      小林 秀明  

③ 設立年月日    平成18年３月10日 

④ 所在地      千葉県市川市二俣新町21番地  

⑤ 主な事業の内容  投資業および有価証券投資  

⑥ 資本金      2,130百万円 

         （平成21年３月31日現在） 

⑦ 発行済株式数   85,000株 

⑧ 大株主構成及び所有割合    

        株式会社サクラダ 85,000株（100％） 

⑨ 従業員数     ０名 

⑩ 決算期      ３月31日 

⑪ 経営成績            （単位: 百万円）

  

平成21年３月期の第３四半期決算はご参考のために記載

させていただきました。 

  

決算期  
平成19年 

３月期 

平成20年 

３月期 

平成21年 

３月期 

第３四半期 

売上高  0 0 0

営業利益  △8 △9 0

経常利益  △189 △144 △85

当期純利益  △190 △2,053 △1,220

総資産  3,464 1,641 753

純資産  3,455 1,636 750

資本金  1,828 1,945 2,112

１株当たり 

純資産（円） 
47,387 21,088 8,905

  

―――――――――― 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3) 株式の取得先等 

① 取得の相手先    株式会社サクラダ  85,000株 

② 異動前の所有株式数     ０株（所有割合０％） 

③ 取得株式数     85,000株（取得金額570百万円）

  取得価額は、株式会社エスビーオーが単独出資する

匿名組合の勘定において保有される資産の総額を参考

として、当事者間で協議のうえ決定した価額です。  

④ 異動後の所有株式数 85,000株（所有割合100％） 

  

(4) 株式取得の日程 

平成21年４月３日 森電機株式会社取締役会決議 

平成21年４月３日 株式譲渡契約締結 

平成21年７月１日 株式取得予定 

  

（ご参考）  

ＤＷの概要 

商号      株式会社ディーワンダーランド 

本店所在地  東京都品川区東五反田１-10-10 

代表者    脇村 正紀 

資本金    4,000百万円 

設立     昭和57年10月 

発行済株式の総数 36,223,850株 

                （平成20年９月30日現在） 

  主要株主     オリオン・キャピタル・マネージメント

株式会社    14,000千株（38.6％） 

 宮本 雅史  7,564千株（20.9％） 

（注）発行済株式（自己株式を除く）の総数の10分の

１以上の株式を保有する株主 

企業集団の使用人数180名（５名） 

（注）（）内は単体での使用人数 

  

主な事業の内容  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

事業区分  事業内容  主要な会社 

ＩＴソリューシ

ョン事業 

企業向け営業支援システ

ムの開発・販売  
 ＤＷ 

質屋・古物 

売買業  

質屋、中古ブランド品の

買取・販売  
 大黒屋  

不動産賃貸業  
賃貸先に対する不動産賃

貸  
 ＤＷ 

  

―――――――――― 
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前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

ＤＷの 近３年間の業績（連結）    （単位：千円）

（注）ＤＷでは平成18年９月期連結会計年度より連結財

務諸表を作成しております。 

    

3． 当社は、平成21年４月３日開催の取締役会において、

当社が単独出資する匿名組合を通じて投資しております

株式会社サクラダの優先株式全てにつき、株式会社サク

ラダによる買入消却に応じることを決議致しておりま

す。  

  

(1) スポンサー契約終了の詳細  

当社は、中期経営計画に基く投資事業の一環として、

当社、サクラダ・ホールディングス有限責任中間法人

（以下「ＳＨ」という。）、サクラダ・バイアウト・フ

ァンド有限責任中間法人、及び株式会社サクラダ（コー

ド5917 東証１部、以下「サクラダ」という。）の間で

締結された平成18年１月20日付スポンサー契約書（その

後の変更を含み、以下「スポンサー契約」という。）に

基づき、当社が単独出資する匿名組合（匿名組合営業

者：ＳＨ）を通じて、サクラダより同社のＡ種優先株式

及びＢ種優先株式（以下、総称して「本優先株式」とい

う。）を引き受け、当社の収益基盤の確立と財務体質の

強化を図るため投資を行ってまいりましたが、この度、

平成21年３月31日をもって、かかるスポンサー契約が終

了することとなりました。 

これに伴い、当社は、サクラダより、今後は経営資源

を橋梁事業に集中するため、投資事業からの撤退及び優

先株式の買入消却を実施したいとのご提案を受けまし

た。  

かかるご提案を受け、当社は、本優先株式の買入れに

応じることを決定し、平成21年４月３日に、サクラダ及

びＳＨ間において、本優先株式の買入れに関する合意書

が締結されております。  

  

  

  

  

事業年度の 

末日  

平成18年 

９月期 

平成19年 

９月期 

平成20年 

９月期 

売上高  4,844,443 11,173,232 13,897,495

営業利益  748,441 1,744,801 1,881,037

経常利益  136,797 1,405,664 1,530,384

当期純利益  600,533 503,071 569,232

１株当たり 

当期純利益

（円）  

23.67 13.89 15.71

１株当たり 

配当金（円） 
     －      －      － 

１株当たり 

純資産（円） 
186.49 200.10 216.70

  

―――――――――― 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

ただし、サクラダによる本優先株式の買入れは、①買

入れの効力発生日当日においてサクラダに分配可能額が

存在することが必要であり、また、②自己株式の取得と

して、サクラダの株主総会の特別決議を経ることが必要

となることから、本優先株式の買入れに関する上記の合

意書では、①買入れの効力発生日当日においてサクラダ

に分配可能額が存在することと、②サクラダの平成21年

６月29日開催予定の株主総会において本優先株式の買入

れに関する議案が特別決議をもって承認可決されること

が、当該買入実行の前提条件とされております。従いま

して、買入消却の有無については現時点で確定しており

ません。  

  

(2) 本優先株式の買入れに関する合意の概要 

① 買い入れる株式の種類及び数  

Ａ種優先株式   16,400,000株 

Ｂ種優先株式       50,000株 

② 株式の買入れと引換えに交付する金銭（以下「本件対

価」という。）  

Ａ種優先株式   総額金404,409,090円 

（1株当たり価格は、上記金額を16,400,000で除した金

額） 

Ｂ種優先株式   総額金246,590,910円 

（1株当たり価格は、上記金額を50,000で除した金額）

     （合計総額金651,000,000円） 

③ 株式を買い入れることができる期間  

  本優先株式の取得に係るサクラダの株主総会におけ

る承認決議の日より受渡期日（以下に定義する。）ま

で  

④ 株式の売渡しの申込みの期日  

       平成21年７月１日 

⑤ 株式の引渡し及び本件対価の支払いがなされる日（以

下「受渡期日」という。）  

      平成21年７月１日 

  本優先株式の買入れの実行は、①受渡期日において

サクラダに本優先株式の買入れに必要な分配可能額が

存在することと、②サクラダの平成21年６月29日開催

予定の株主総会において本優先株式の買入れに関する

議案が特別決議をもって承認可決されることが前提条

件となります。  

  

(3) ＳＨファンドによる下方修正条項付転換予約権付優

先株式の引受内容 

第１回下方修正条項付転換予約権付Ａ種優先株式の要項 

① 種類株式の名称・発行新株式数 

               サクラダＡ種優先株式・40,000,000株 

② 発行価額１株につき            金50円 

③ 発行価額の総額   金2,000,000,000円 

④ 資本組入額の総額  金1,000,000,000円 

⑤ 発行方法      第三者割当の方法にて、ＳＨに 

                    全株を割当てる 

  

―――――――――― 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

⑥ 申込・払込期日  平成18年３月30日 

⑦ 配当起算日    平成18年３月30日 

  

第１回下方修正条項付転換予約権付Ｂ種優先株式の要項 

① 種類株式の名称・発行新株式数 

               サクラダＢ種優先株式・50,000株 

② 発行価額   １株につき 金10,000円 

③ 発行価額の総額    金500,000,000円 

④ 資本組入額の総額   金250,000,000円 

⑤ 発行方法       第三者割当の方法にて、ＳＨに 

                     全株を割当てる 

⑥ 申込・払込期日    平成18年９月29日 

⑦ 配当起算日      平成18年９月29日 

  

―――――――――― 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,807 233,924

受取手形 85,943 71,947

売掛金 86,765 115,389

商品及び製品 24,865 13,183

仕掛品 28,281 34,118

原材料及び貯蔵品 65,706 65,422

前払費用 5,673 5,342

未収消費税等 789 6,417

未収入金 － 89,232

その他 6,557 7,600

流動資産合計 338,388 642,579

固定資産   

有形固定資産   

建物 71,063 109,577

減価償却累計額 △71,063 △71,398

建物（純額） 0 38,179

機械及び装置 105,619 96,809

減価償却累計額 △105,619 △96,809

機械及び装置（純額） 0 0

車両運搬具 22,027 32,847

減価償却累計額 △16,429 △21,412

車両運搬具（純額） 5,597 11,435

工具、器具及び備品 183,094 183,296

減価償却累計額 △182,154 △182,760

工具、器具及び備品（純額） 940 536

土地 20,858 23,468

有形固定資産合計 27,396 73,619

無形固定資産   

その他の施設利用権 － 5,519

無形固定資産合計 － 5,519

投資その他の資産   

投資有価証券 8,190 9,571

関係会社株式 － 570,000

その他の関係会社有価証券 1,552,379 －

長期滞留債権 199,295 199,147

破産更生債権等 14,302 14,302

長期前払費用 858 726

差入保証金 10,020 10,020

その他 10,252 12,674

貸倒引当金 △213,302 △213,302

投資その他の資産合計 1,581,996 603,139

固定資産合計 1,609,393 682,278
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産合計 1,947,781 1,324,858

負債の部   

流動負債   

支払手形 90,203 72,996

買掛金 45,645 30,703

関係会社短期借入金 560,000 92,000

未払金 606,024 26,940

未払費用 9,757 3,521

未払法人税等 5,979 7,180

預り金 11,295 10,506

賞与引当金 1,524 1,794

株主、役員又は従業員からの短期借入金 17,000 17,000

流動負債合計 1,347,430 262,642

固定負債   

退職給付引当金 5,830 －

役員退職慰労引当金 56,413 63,966

その他 8,716 5,922

固定負債合計 70,961 69,888

負債合計 1,418,391 332,531

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,869,100 2,119,000

資本剰余金   

資本準備金 1,646,752 1,896,652

資本剰余金合計 1,646,752 1,896,652

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,924,370 △3,023,120

利益剰余金合計 △2,924,370 △3,023,120

自己株式 △1,537 △1,553

株主資本合計 589,945 990,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △60,554 1,148

評価・換算差額等合計 △60,554 1,148

新株予約権 － 200

純資産合計 529,390 992,327

負債純資産合計 1,947,781 1,324,858
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 522,068 402,637

商品売上高 94,217 79,734

売上高合計 616,285 482,371

売上原価   

製品期首たな卸高 20,214 19,429

当期製品製造原価 413,031 320,758

合計 433,245 340,187

製品期末たな卸高 19,429 10,492

製品売上原価 413,816 329,694

商品期首たな卸高 6,290 5,436

当期商品仕入高 55,397 49,059

合計 61,687 54,496

商品期末たな卸高 5,436 2,690

商品売上原価 56,251 51,805

売上原価合計 470,067 381,500

売上総利益 146,218 100,871

販売費及び一般管理費 412,867 472,894

営業損失（△） △266,649 △372,023

営業外収益   

受取利息 111 125

受取配当金 436 302

匿名組合投資利益 － 299,790

その他 1,098 1,621

営業外収益合計 1,646 301,839

営業外費用   

支払利息 11,669 22,694

匿名組合投資損失 576,957 －

その他 280 204

営業外費用合計 588,907 22,898

経常損失（△） △853,910 △93,081

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 －

たな卸資産評価損 － 677

減損損失 4,018 3,956

特別損失合計 896,493 4,634

税引前当期純損失（△） △1,748,645 △96,191

法人税、住民税及び事業税 2,558 2,558

当期純損失（△） △1,751,203 △98,749
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 （注）※１ 主な内訳は次のとおりであります。 

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    220,777  52.9  180,147  55.2

Ⅱ 労務費    63,796  15.3  65,990  20.2

Ⅲ 経費 ※１  31,272  7.5  31,300  9.6

Ⅳ 外注加工費    101,163  24.3  49,162  15.0

当期製造費用    417,010  100.0  326,601  100.0

期首仕掛品たな卸高    24,301    28,281   

合計    441,312    354,882   

期末仕掛品たな卸高    28,281    34,124   

当期製品製造原価    413,031    320,758   

原価計算の方法   原価計算の方法

 原価計算の方法は、総合原価計算

法であります。 
  同左 

項目 前事業年度 当事業年度 

賃借料（千円）  15,600  15,600
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,869,100 1,869,100

当期変動額   

当期変動額合計 － 249,900

当期末残高 1,869,100 2,119,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,646,752 1,646,752

当期変動額   

当期変動額合計 － 249,900

当期末残高 1,646,752 1,896,652

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,173,166 △2,924,370

当期変動額   

当期純損失（△） △1,751,203 △98,749

当期変動額合計 △1,751,203 △98,749

当期末残高 △2,924,370 △3,023,120

自己株式   

前期末残高 △1,529 △1,537

当期変動額   

自己株式の取得 △8 △16

当期変動額合計 △8 △16

当期末残高 △1,537 △1,553

株主資本合計   

前期末残高 2,341,156 589,945

当期変動額   

新株の発行 － 499,800

当期純損失（△） △1,751,203 △98,749

自己株式の取得 △8 △16

当期変動額合計 △1,751,211 401,033

当期末残高 589,945 990,978
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △818 △60,554

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,736 61,703

当期変動額合計 △59,736 61,703

当期末残高 △60,554 1,148

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 200

当期変動額合計 － 200

当期末残高 － 200

純資産合計   

前期末残高 2,340,338 529,390

当期変動額   

新株の発行 － 499,800

当期純損失（△） △1,751,203 △98,749

自己株式の取得 △8 △16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,736 61,903

当期変動額合計 △1,810,948 462,938

当期末残高 529,390 992,327
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   該当事項はありません。 

  

(1）役員の異動 

 該当事項はありません。  

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

  

(4）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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