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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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３四半期 5,468 17.9 254 447.9 258 522.9 141 308.7

22年３月期第３四半期 4,640 △3.3 46 △34.1 41 △35.2 34 △52.1

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３四半期 10 .29 ―

22年３月期第３四半期 2 .49 ―

 (2) 連結財政状態

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３四半期 6,225 2,761 44.4 200 .72

22年３月期 6,036 2,710 44.9 196 .91

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 2,761百万円  22年３月期 2,710百万円

2. 配当の状況

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 ― ― ― 3 .00 3 .00

23年３月期 ― ― ―

23年３月期(予想) 3 .00 3 .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)

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 7,130 10.6 280 59.3 280 68.8 150 169.5 10 .90



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

  

・この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実

施中です。 

  

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 14,250,000株 22年３月期 14,250,000株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 489,515株 22年３月期 486,203株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 13,761,922株 22年３月期３Ｑ 13,904,702株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

（参考）平成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）

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 7,100 11.5 300 93.9 300 95.2 130 156.9 9.45
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善等景気回復の兆しがみられるも

のの、急激な円高や依然厳しい雇用環境、緩やかなデフレ状態の継続等、景気は不透明な状況で推移

いたしました。 

このような経営環境のもと、当社グループは積極的な受注活動を展開した結果、当第３四半期連結

累計期間業績のうち、売上高は54億68百万円（前年同四半期比８億28百万円、17.9％増）となり、受

注高は54億43百万円（前年同四半期比７億４百万円、14.9％増）となりました。 

セグメント別業況は、次のとおりであります。 

［鉄道関連事業］ 

主力の鉄道関連事業につきましては、国内通勤近郊電車用や新幹線車両用電気機器等の売上が順調

に推移し、売上高は46億62百万円となり、受注高は鉄道会社等よりの新幹線車両用電気機器及び新型

車両等の受注が46億54百万円となりました。 

［自動車関連事業］ 

自動車関連事業につきましては、各高速道路会社等に対し車載標識車を中心とする受注活動を積極

的に展開した結果、売上高は５億40百万円となり、受注高は６億71百万円となりました。 

［船舶等関連事業］ 

また、船舶等関連事業につきましては、防衛省関連等への出荷が増加し、売上高は１億98百万円と

なりましたが、受注高は１億17百万円となりました。 

［不動産関連事業］ 

不動産関連事業につきましては、各賃貸マンションが安定的な売上を維持しており、売上高は67百

万円となりました。 

収益面につきましては、納期確保のための人員補充及び外注拡大による外部支払費用等が増加した

ものの、売上高の増加に伴う利益の増加及びコスト削減効果等により、当第３四半期連結累計期間の

営業利益は２億54百万円（前年同四半期比２億８百万円、447.9％増）、経常利益は２億58百万円

（前年同四半期比２億17百万円、522.9％増）となりました。また、平成22年８月６日に公表いたし

ました「子会社である上海森尾電器有限公司の解散に関するお知らせ」のとおり、上海森尾電器有限

公司の清算活動に伴い事業整理損32百万円を特別損失に計上いたしましたが、経常利益の増加等利益

の押し上げ要因により、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は１億41百万円（前年同四半期比

１億７百万円、308.7％増）となりました。 

  

①  資産 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ２億82百万円増加

し、42億56百万円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が87百万円減少したもの

の、現金及び預金が２億16百万円増加したこと、たな卸資産が１億58百万円増加したこと等により

ます。 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ93百万円減少し、19

億68百万円となりました。これは、主として建物及び構築物が60百万円減少したこと等によりま

す。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末における総資産は、62億25百万円となり、前連結会計年

度末に比べ１億88百万円の増加となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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②  負債 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ１億80百万円増加

し、27億33百万円となりました。これは、主として短期借入金が２億71百万円減少、賞与引当金が

63百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が５億37百万円増加したこと等によります。 

当第３四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ43百万円減少し、７

億29百万円となりました。これは、主として長期借入金が70百万円減少したこと等によります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末における負債合計は34億63百万円となり、前連結会計年

度末に比べ１億36百万円の増加となりました。 

③  純資産 

当第３四半期連結会計期間末における株主資本は、前連結会計年度末に比べ99百万円増加し、26

億75百万円となりました。これは、利益剰余金が99百万円増加したこと等によります。 

当第３四半期連結会計期間末における評価・換算差額等は、前連結会計年度末に比べ47百万円減

少し、86百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が23百万円減少したこと、為替

換算調整勘定が24百万円減少したことによります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は27億61百万円となり、前連結会計

年度末に比べ51百万円の増加となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

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、

前連結会計年度末に比べ２億16百万円増加し、６億24百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は６億79百万円（前年同四半期は10億４百万円の獲得）となりまし

た。この主な要因は、収入については、税金等調整前四半期純利益２億26百万円、減価償却費１億

２百万円、売上債権の減少額86百万円、仕入債務の増加額５億37百万円等であり、支出について

は、賞与引当金の減少額63百万円、たな卸資産の増加額１億60百万円等により、キャッシュ・フロ

ーが増加したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は65百万円（前年同四半期は52百万円の使用）となりました。この

要因は、有形固定資産の取得による支出50百万円等により、キャッシュ・フローが減少したことに

よります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は３億88百万円（前年同四半期は７億33百万円の使用）となりまし

た。この主な要因は、収入については、長期借入れによる収入１億円等であり、支出については、

短期借入金の純減少額２億90百万円、長期借入金の返済による支出１億51百万円等により、キャッ

シュ・フローが減少したことによります。 

  

平成22年５月７日に公表しました平成23年３月期の連結及び個別業績予想につきましては、本日公

表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。詳細につきましては、「業績

予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

なお、連結子会社である上海森尾電器有限公司については、平成22年８月６日開催の取締役会にお

いて解散することを決議し、現在清算手続き中であります。 

  

《簡便な会計処理》 

①  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②  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して算定す

る方法によっております。 

  

《特有の会計処理》 

該当事項はありません。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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)を適用しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間における損益に与える影響はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 864,489 648,042

受取手形及び売掛金 1,843,821 1,931,574

商品及び製品 246,576 245,375

仕掛品 844,834 739,377

原材料及び貯蔵品 441,316 389,446

繰延税金資産 － 492

その他 15,719 20,139

貸倒引当金 － △226

流動資産合計 4,256,758 3,974,221

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,193,452 2,206,751

減価償却累計額 △1,000,819 △953,639

建物及び構築物（純額） 1,192,632 1,253,111

土地 27,609 27,609

その他 431,145 527,043

減価償却累計額 △323,248 △404,729

その他（純額） 107,897 122,314

有形固定資産合計 1,328,139 1,403,036

無形固定資産 62,134 48,063

投資その他の資産

投資有価証券 516,128 548,940

その他 65,961 66,398

貸倒引当金 △3,800 △4,027

投資その他の資産合計 578,289 611,311

固定資産合計 1,968,563 2,062,411

資産合計 6,225,322 6,036,632
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,990,877 1,453,213

短期借入金 420,260 691,668

未払法人税等 76,570 102,867

賞与引当金 65,000 128,000

役員賞与引当金 － 10,000

その他 180,921 167,238

流動負債合計 2,733,629 2,552,987

固定負債

長期借入金 570,768 640,953

繰延税金負債 50,668 59,879

退職給付引当金 6,101 11,619

その他 102,173 61,004

固定負債合計 729,710 773,455

負債合計 3,463,340 3,326,443

純資産の部

株主資本

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金 897,272 897,272

利益剰余金 799,024 699,106

自己株式 △69,524 △69,146

株主資本合計 2,675,273 2,575,733

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 113,282 136,642

為替換算調整勘定 △26,573 △2,185

評価・換算差額等合計 86,708 134,456

純資産合計 2,761,982 2,710,189

負債純資産合計 6,225,322 6,036,632
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 4,640,116 5,468,505

売上原価 3,862,330 4,469,857

売上総利益 777,785 998,647

販売費及び一般管理費 731,254 743,709

営業利益 46,530 254,938

営業外収益

受取利息 2,287 629

受取配当金 9,177 9,888

受取補償金 － 2,527

雑収入 5,596 6,745

営業外収益合計 17,062 19,790

営業外費用

支払利息 20,333 15,130

為替差損 1,618 630

雑損失 134 440

営業外費用合計 22,087 16,201

経常利益 41,506 258,526

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 310

固定資産売却益 － 74

投資有価証券売却益 － 80

特別利益合計 － 465

特別損失

固定資産除却損 2,173 129

事業整理損 － 32,030

貸倒引当金繰入額 127 －

ゴルフ会員権評価損 250 －

特別損失合計 2,550 32,159

税金等調整前四半期純利益 38,955 226,832

法人税、住民税及び事業税 4,790 84,455

法人税等調整額 △495 705

法人税等合計 4,295 85,160

少数株主損益調整前四半期純利益 － 141,671

四半期純利益 34,660 141,671
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 38,955 226,832

減価償却費 104,089 102,502

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,875 △5,518

貸倒引当金の増減額（△は減少） 619 △440

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 △63,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 △10,000

受取利息及び受取配当金 △11,465 △10,518

支払利息 20,333 15,130

為替差損益（△は益） 1,618 630

固定資産除売却損益（△は益） 2,033 54

投資有価証券売却損益（△は益） － △80

事業整理損失 － 32,030

売上債権の増減額（△は増加） 439,996 86,439

たな卸資産の増減額（△は増加） 206,801 △160,054

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,744 2,450

仕入債務の増減額（△は減少） 311,045 537,720

その他の流動負債の増減額（△は減少） 41,946 △2,798

未払消費税等の増減額（△は減少） 53,846 110

その他 △22,211 40,538

小計 1,149,741 792,031

利息及び配当金の受取額 11,465 10,518

利息の支払額 △17,857 △13,075

事業整理による支出 － △20,200

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △138,961 △89,273

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,004,388 679,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △300,000 △240,000

定期預金の払戻による収入 300,000 240,000

有形固定資産の取得による支出 △46,112 △50,282

有形固定資産の売却による収入 － 14,437

無形固定資産の取得による支出 △6,810 △30,118

投資有価証券の売却による収入 － 160

投資その他の資産の増減額（△は増加） － 437

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,922 △65,364

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） △742,933 △290,000

長期借入れによる収入 300,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △180,480 △151,593

自己株式の取得による支出 △65,961 △466

配当金の支払額 △42,505 △40,838

自己株式の処分による収入 － 73

その他 △1,925 △5,520

財務活動によるキャッシュ・フロー △733,805 △388,345

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,130 △9,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 211,529 216,447

現金及び現金同等物の期首残高 510,080 408,042

現金及び現金同等物の四半期末残高 721,609 624,489

森尾電機㈱ (6647)　平成23年３月期　第３四半期決算短信

8



当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

前第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) 
  

 
(注)  １  事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分に属する主要品目 

電気機器製造販売事業………鉄道車両用配電箱・車内表示器等及び自動車用車載表示器等 

不動産事業等…………………賃貸マンション 

  

前第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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

前第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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

電気機器製造
販売事業(千円)

不動産事業等
(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 4,572,416 67,700 4,640,116 ― 4,640,116

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,572,416 67,700 4,640,116 ― 4,640,116

営業利益 122,693 41,580 164,273 (117,742) 46,530

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

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。 

  

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。 

当社は、電気機器製造販売事業を営業の核とし、その事業を「鉄道関連」、「自動車関連」、「船舶

等関連」のセグメントに分類し、また、不動産関連事業をそれに次ぐ事業として１つのセグメントとし

ております。 
  

「鉄道関連事業」は、鉄道事業者、車両メーカー等に販売する主幹制御器、配電盤、配電箱、蛍光

灯、行先表示器、旅客情報表示装置等を生産しております。 

「自動車関連事業」は、高速道路会社各社、国土交通省等に販売する自走式標識車、各種車載標識装

置、道路用各種情報装置等を生産しております。 

「船舶等関連事業」は、各種防爆灯及び防爆器具、艦艇用各種照明器具等及び農業用全自動自主検査

装置等を生産しております。 

「不動産関連事業」は、東京都葛飾区に所有する賃貸マンション３棟、千葉県松戸市に所有する賃貸

マンション１棟、計４棟の不動産賃貸事業を運営しております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注) １  セグメント利益の調整額△136,365千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△136,365千円が

含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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。 

  

【セグメント情報】

（１）報告セグメントの決定方法

（２）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

(単位：千円)

鉄道 
関連事業

自動車
関連事業

船舶等
関連事業

不動産
関連事業

合計
調整額 
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

  外部顧客への売上高 4,662,247 540,500 198,099 67,658 5,468,505 ― 5,468,505

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 4,662,247 540,500 198,099 67,658 5,468,505 ― 5,468,505

セグメント利益 265,695 32,958 53,153 39,495 391,303 △136,365 254,938
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３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第３四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変

動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 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
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当第３四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  金額は、販売価格によっております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 4,275,474 ―

自動車関連事業 496,941 ―

船舶等関連事業 181,574 ―

合計 4,953,991 ―

(2) 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同四半期比(％) 受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 4,654,245 ― 7,385,371 ―

自動車関連事業 671,461 ― 190,408 ―

船舶等関連事業 117,660 ― 77,487 ―

合計 5,443,366 ― 7,653,267 ―

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 4,662,247 ―

自動車関連事業 540,500 ―

船舶等関連事業 198,099 ―

不動産関連事業 67,658 ―

合計 5,468,505 ―

相手先

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東海旅客鉄道㈱ 998,435 21.5 1,386,551 25.4

三菱電機㈱ 958,542 20.7 722,405 13.2
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