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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（参考）持分法投資利益         23年３月期第２四半期      202百万円          22年３月期     312百万円 

(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 ％

23年3月期第2四半期 183 △18.6 △212 ― △10 ― △19 ―

22年3月期第2四半期 226 △25.4 △166 ― △105 ― △186 ―

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

23年3月期第2四半期 △0.05 ―

22年3月期第2四半期 △0.64 ―

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

23年3月期第2四半期 1,486 1,244 83.7 3.63
22年3月期 1,517 1,265 83.3 3.69

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,244百万円 22年3月期  1,265百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 435 △10.3 △385 ― 20 ― 10 ― 0.03



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続は実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本四半期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。 

4.  その他  

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） 23年3月期2Q 342,176,165株 22年3月期  342,176,165株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  73,150株 22年3月期  72,873株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 342,103,219株 22年3月期2Q 290,656,046株
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（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（平成22年４月１日から平成22年９月30日）におけるわが国経済は、一部でアジア

向けを中心とした輸出の回復や政府の景気刺激策の効果により企業収益が好転するなど、景気は持ち直しの傾向

を見せたものの、欧米の財政不安を受けた円高進行の影響や景気刺激策の効果の息切れにより景気の先行きに対

する慎重な見方が出ております。 

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、民間設備投資回復の傾向はみられるも

のの依然低水準であり、当社の属する電機事業業界においては、設備更新投資の先送りやまた市場規模が小さい

ことから依然厳しい状況が続いております。他方、当社の持分法適用会社においては、景気拡大が続く中国・韓

国等のアジア圏からの観光客が引き続き好調であることや前会計年度後半の新規出店効果等により、当第２四半

期連結累計期間では売上高で前年同期比9.1％増、売上総利益で同6.3％伸ばしました。            

 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183百万円（前年

同期比42百万円減少）、営業損失212百万円（前年同期比46百万円悪化）、経常損失10百万円（前年同期比95百万

円改善）、当期純損失19百万円（前年同期比167百万円改善）と営業利益段階で赤字となりました。 

  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149百万円（前年同期比21.8 ％減）、電気工事材群におきましては、売上高 1 百万円（同4.3％

減）、制御機器群におきましては、売上高33百万円（同8.7％増）となりました。なお、電機事業全体の売上高は

前年同期比17.4％減の183百万円となり、選別受注販売の徹底を図ったものの、電機事業自体の売上総利益は27百

万円にとどまりました。 

 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。 

 なお、投資事業につきましては、昨年７月１日付けで買収した連結子会社である株式会社エスビーオー（ＳＢ

Ｏ）の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を通じて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％保有する形になっており、ＤＷが質店・中古ブランド品売買の 大

手である株式会社大黒屋（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、ＤＷグループは当社の持分法適用会社となっており、当第２四半期連結累計期

間においては、202百万円の持分法投資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 

  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。）は、前連結会計年度末に比

べ68百万減少し、342百万円となりました。 

  当第２四半期連結累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） 

  営業活動の結果減少した資金は、145百万円（前年同四半期は130百万円の資金増加）となりました。税金等調整

前四半期純損失26百万円に、持分法による投資収益202百万円が大きく影響を与えたことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果増加した資金は、76百万円（前年同四半期は40百万の資金増加）となりました。 

 増加はサクラダ・ファンド清算に伴う投資資金の回収によるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果増加した資金は、０百万円（前年同四半期は259百万円の資金増加）となりました。 

  

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成23年３月期の通期の業績予想につきましては、平成23年11月10日に公表いたしました業績予想に変更はあり

ません。通期個別業績予想は405百万円の赤字の見込みですが、持分法適用会社の業績寄与により連結業績は通期

で黒字となる予定です。年間の持分法投資収益は409百万円を見込んでおります。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法 

によっています。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及

び「持分法適用会社の会計処理に関する当面の扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用していま

す。  

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

②資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

います。 

 これにより、営業損失及び経常損失に与える影響は軽微であり、税金等調整前四半期純損失は16百万円増加して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は14百万円であります。 

   

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  当社グループは、前期の営業活動キャッシュ・フロー マイナス192百万円に引続き、当第２四半期累計期間に

145百万円の営業活動キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、通期でも営業活動キャッシュ・フローのマ

イナスが継続するものと思われます。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。 

当第２四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342百万円ですが、次連結

会計年度第２四半期間中に多少の資金確保が必要となる可能性があります。  

そこで当社グループは、以下の対応策を講じ、当該事象の解消と改善に向けて努めており、その結果、現時点で

は、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。 

  ①電機事業部門の再構築   

 予算管理の徹底、選別受注、在庫管理の強化、製造経費削減、販売強化により粗利益の増加を図ります。 

②資本政策実行計画の具体化 

 前年度におきまして、新株予約権行使により総額490百万円の資金調達を行っております。 

 当年度第４四半期から次年度第２四半期において、株式、新株予約権の発行等直接調達を実施する予定で 

   あります。当社の成長性に興味をもつ投資家がおりますので資金調達には問題ないと認識しております。 

③遊休土地の売却 

 名古屋の遊休土地を早期売却する予定であります。 

④投資収益の極大化 

 持分法適用会社ＤＷグループの投資収益は前期312百万円に対し当期は409百万円を予定しております。  

 ⑤新規優良投資事業による収益基盤の拡充 

当社は、今後とも高い成長が期待されるアジア、とりわけ香港・中国・台湾の企業家に対して強いネット 

ワークを有しております。今後はこれまで蓄積してきた投資ノウハウを基に、このネットワークを 大限 

活用し、高成長の続くアジアの企業家との良質な案件を発掘・開発し収益基盤の拡大を図ります。 
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 342,754 411,707

受取手形及び売掛金 116,031 187,336

商品及び製品 13,256 13,183

仕掛品 32,415 34,118

原材料及び貯蔵品 66,146 65,422

その他 15,984 102,017

貸倒引当金 △283 △75

流動資産合計 586,305 813,711

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 115,977 109,577

減価償却累計額 △71,967 △71,398

建物及び構築物（純額） 44,010 38,179

機械装置及び運搬具 128,766 129,657

減価償却累計額 △122,193 △118,221

機械装置及び運搬具（純額） 6,572 11,435

工具、器具及び備品 184,611 183,296

減価償却累計額 △182,979 △182,760

工具、器具及び備品（純額） 1,631 536

土地 23,468 23,468

有形固定資産合計 75,682 73,619

無形固定資産   

その他の施設利用権 5,229 5,519

無形固定資産合計 5,229 5,519

投資その他の資産   

投資有価証券 797,105 600,692

長期滞留債権 199,147 199,147

その他 36,108 37,722

貸倒引当金 △213,302 △213,302

投資その他の資産合計 819,059 624,260

固定資産合計 899,970 703,399

資産合計 1,486,275 1,517,110
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 81,653 103,699

短期借入金 17,000 17,000

賞与引当金 1,545 1,794

未払金 32,390 27,737

その他 23,858 31,981

流動負債合計 156,447 182,212

固定負債   

役員退職慰労引当金 － 63,966

資産除去債務 15,079 －

その他 70,479 5,922

固定負債合計 85,558 69,888

負債合計 242,006 252,100

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,119,000 2,119,000

資本剰余金 1,896,652 1,896,652

利益剰余金 △2,769,878 △2,750,437

自己株式 △1,556 △1,553

株主資本合計 1,244,217 1,263,661

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △147 1,148

評価・換算差額等合計 △147 1,148

新株予約権 200 200

純資産合計 1,244,269 1,265,010

負債純資産合計 1,486,275 1,517,110
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 226,015 183,910

売上原価 146,436 156,682

売上総利益 79,578 27,227

販売費及び一般管理費 245,792 239,584

営業損失（△） △166,213 △212,356

営業外収益   

受取利息 36 85

受取配当金 284 325

持分法による投資利益 80,883 202,473

その他 3,653 197

営業外収益合計 84,857 203,082

営業外費用   

支払利息 628 690

株式交付費 － 195

匿名組合投資損失 23,590 －

その他 － 56

営業外費用合計 24,219 942

経常損失（△） △105,575 △10,217

特別利益   

賞与引当金戻入額 1,524 1,794

貸倒引当金戻入額 － 75

特別利益合計 1,524 1,869

特別損失   

投資有価証券評価損 65,811 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,914

減損損失 2,306 6,174

特別損失合計 68,117 18,089

税金等調整前四半期純損失（△） △172,169 △26,437

法人税、住民税及び事業税 14,150 △6,995

法人税等合計 14,150 △6,995

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △186,319 △19,441

少数株主利益 250 －

四半期純損失（△） △186,569 △19,441
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 118,204 88,264

売上原価 80,836 83,860

売上総利益 37,368 4,404

販売費及び一般管理費 128,268 113,050

営業損失（△） △90,900 △108,645

営業外収益   

受取利息 11 60

持分法による投資利益 80,883 89,738

その他 3,404 173

営業外収益合計 84,299 89,973

営業外費用   

支払利息 312 336

株式交付費 － 195

匿名組合投資損失 23,590 －

営業外費用合計 23,902 532

経常損失（△） △30,503 △19,204

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 75

特別利益合計 － 75

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,459

減損損失 1,611 2,101

特別損失合計 1,611 3,560

税金等調整前四半期純損失（△） △32,114 △22,690

法人税、住民税及び事業税 13,511 1,149

法人税等合計 13,511 1,149

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △45,625 △23,839

少数株主利益 126 －

四半期純損失（△） △45,751 △23,839
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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（△） △172,169 △26,437

減価償却費 1,103 5,941

投資有価証券評価損益（△は益） 65,811 －

減損損失 2,306 6,174

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △249

貸倒引当金の増減額（△は減少） 75 207

匿名組合投資損益（△は益） 21,482 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,640 －

前払年金費用の増減額（△は増加） － 76

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,234 －

受取利息及び受取配当金 △319 △411

雑収入 － △197

雑損失 － 56

支払利息 628 690

持分法による投資損益（△は益） △80,883 △202,473

株式交付費 － 195

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,914

売上債権の増減額（△は増加） 29,311 71,305

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,247 906

仕入債務の増減額（△は減少） △36,693 △22,046

未払金の増減額（△は減少） 24,860 4,600

その他の流動資産の増減額（△は増加） △51,754 △1,461

その他の固定資産の増減額（△は増加） 340,477 6,302

その他の流動負債の増減額（△は減少） △794 78,709

その他の固定負債の増減額（△は減少） － △78,308

小計 132,789 △144,503

利息及び配当金の受取額 272 386

利息の支払額 △193 △164

法人税等の支払額 △2,534 △1,417

営業活動によるキャッシュ・フロー 130,333 △145,699

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 △16,060 △10,716

投資有価証券の売却による収入 81,000 －

貸付けによる支出 △24,000 －

匿名組合出資金の払戻による収入 － 87,465

投資活動によるキャッシュ・フロー 40,939 76,748
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 △15 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 259,984 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 431,257 △68,953

現金及び現金同等物の期首残高 36,902 411,707

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 495,110 342,754
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該当事項はありません。 

  

〔前第２四半期連結累計期間〕 

〔事業の種類別セグメント情報〕  

  前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

前第２四半期連結累計期間は海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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     222,910  3,105     226,015 ―     226,015

（2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ― 

計         222,910  3,105     226,015 ―         226,015

営業利益又は営業損失（△）      △199,478      74,501      △124,977        △41,236       △166,213

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 

森電機株式会社（6993）平成23年３月期　第２四半期決算短信

－10－



〔当第２四半期連結累計期間〕 

① 報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社グループは、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。 

 したがって、当社グループは、事業種類別のセグメントから構成されており、「電機事業」及び「投資事

業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「電機事業」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」は、事業再生投資を行っておりま

す。 

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日  至 平成22年９月30日） 

                                          （単位：千円） 

（注）１．セグメント利益の調整額△205,136千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。  

  

該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント  調整額 

（注） 
合計 

電機事業 投資事業 計 

 売上高           

  外部顧客への売上高    183,910      ―    183,910      ―    183,910

  セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
     ―      ―      ―       ―      ― 

計    183,910      ―    183,910      ―     183,910

 セグメント利益    △2,852    △4,367     △7,219    △205,136    △212,356

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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