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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 392 △19.3 △421 ― △11 ― △30 ―

22年3月期 485 △21.2 △312 ― △20 ― △44 ―

（注）包括利益 23年3月期 △33百万円 （―％） 22年3月期 △41百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 △0.09 ― △2.4 △0.8 △107.5

22年3月期 △0.14 ― △4.2 △1.6 △64.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  406百万円 22年3月期  312百万円

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

23年3月期 1,510 1,232 81.6 3.60
22年3月期 1,517 1,265 83.3 3.69

（参考） 自己資本   23年3月期  1,232百万円 22年3月期  1,265百万円

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

23年3月期 △313 72 0 170
22年3月期 △192 43 499 411

2.  配当の状況 

  

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―

24年3月期(予想) ― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 200 8.7 △185 ― △102 ― △103 ― △0.30

通期 450 14.8 △380 ― △140 ― △145 ― △0.42



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(注）詳細は、（添付資料）21ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 73,488 株 22年3月期 72,873 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 342,103,054 株 22年3月期 302,418,847 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 392 △18.7 △416 ― △414 ― △441 ―

22年3月期 482 △21.7 △372 ― △93 ― △98 ―

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

23年3月期 △1.29 ―

22年3月期 △0.32 ―

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 1,016 548 53.9 1.60
22年3月期 1,324 992 74.8 2.90

（参考） 自己資本 23年3月期  548百万円 22年3月期  992百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了しておりません。 

※ 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 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 200 8.7 △185 ― △186 ― △0.54

通期 450 14.8 △378 ― △383 ― △1.12
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（１）経営成績に関する分析  

 ①当期の経営成績 

当連結会計年度における日本経済は、アジアを中心とする世界経済の回復や各種政策効果などを背景に企業収益も

改善へと転じるなど一部景気回復の兆しがあったものの、夏場以降の円高進行や政策効果の息切れに起因する景気の

不透明感から雇用情勢は依然厳しく、個人消費の低迷により景気の先行きには不透明な状況が続いていたところ、本

年3月11日に東日本大震災とそれに伴う原発事故が発生し、景気の先行きに深刻な影響が懸念される中、年度末を迎

えることになりました。     

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、依然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停滞の状況が続いてお

ります。一方、一部地域における電力の供給不足や環境意識の高まりなどからLED関連製品の引き合いや当社顧客の

防災上の見直し・点検に伴い防爆関連製品への引き合いも増加しております。 

投資事業分野における一般経済環境としては、依然厳しい雇用情勢を背景として消費者心理が低迷しており、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。）に

おいては、既存店売上は堅調に推移し、また当第3四半期連結会計期間まではアジアを中心とする観光客が好調だっ

たことから、当連結会計年度においては持分法による投資収益406百万円を計上し、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391百万円、営業損失421百万円、経常損失11百

万円（前年度から9百万円の改善）、当期純損失30百万円（前年度から13百万円の改善）となりました。 

  

②事業の種類別セグメントの状況  

当期の事業の各セグメントの業績動向は次のとおりであります。 

（電機事業）  

製品群別では、産業用照明器具群におきましては、売上高331百万円（前年比21％減）、電気工事材群におきまし

ては、売上高2百万円（前年比30％減）、制御機器群におきましては、売上高58百万円（前年比5％減）となりまし

た。なお、電機事業全体の売上高は391百万円と前年比19％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41百万円に

とどまりました。 

（投資事業）  

当事業においては、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（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406百万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の売上高は対前年度比5.6％の増、売上総利益で同4.7％増収を達成することが出

来ました。 

  

③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が回復する一方、投資事業においては、大黒屋において事業環

境が厳しくなると予想されることから、ＤＷの持分法投資収益を268百万円と見込み、連結での通期売上高450百万

円、営業損失380百万円、経常損失140百万円、当期純損失145百万円を予定しております。 

  

１．経営成績
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平成24年３月期 経営計画（平成23年4月1日～平成24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、電力の

供給不足や省電力・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ようやく顕在化してきてお

り、また東日本大震災を契機として防災上の観点からの工場設備の見直し・点検等に伴い、当社製品の引き合いが増

加する等、新たなビジネスチャンスも出てきております。 

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、国内景気の先行き不透明や雇用情勢の低迷を背景とする消費マ

インドの落ち込みと原発事故に伴う外国人観光客の減少により厳しい状況が予想されることから、大黒屋の売上げ

については10％程度の減少を想定し、242百万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6百万円減少し1,510百万円となりました。 

負債につきましては、前事業年度末に比べ26百万円増加し278百万円となりました。 

純資産につきましては、当期純損失30百万円を計上したため減少し1,232百万円となりました。  

  売上高  営業利益  経常利益  当期純利益  

第２四半期  ２００  △１８５ △１０２ △１０３ 

連結累計期間通期  ４５０   △３８０ △１４０ △１４５ 

  売上高  営業利益  経常利益  当期純利益  

第２四半期  ２００ △１８３ △１８５  △１８６ 

  個別累計期間通期  ４５０ △３７５ △３７８  △３８３ 
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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240百万円減少

し、当連結会計年度末には、170百万円となりました。  

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、313百万円となりました。持分法による投資収益406百万円が大きく影響を与えたことによ

るものです。 

（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、72百万円となりました。これは主に、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）  

財務活動の結果使用した資金は、0百万円となりました。  

(資金繰りについて)  

当会計年度末の資金残高は170百万円と前年度末から大幅に減少しており、次年度第2四半期に資金調達を予定しており

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。  

（４）事業等のリスク 

当企業集団の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。なお、

文中における将来に関する事項は、当連結会計期間末現在において当企業集団が判断したものであり、また事業等のリスクは

これらに限られるものではありません。 

①  当社電機事業を取り巻く環境にかかるリスク 

当社グループの主要な事業である電機事業の産業用防爆分野は、市場規模が小さく、また民間設備投資が長期にわた

って抑制基調であることから価格競争の激しい状況が続いております。その中で、当社は永年にわたって築きあげた高い製

品品質に裏打ちされたブランドイメージがあることから製品利益を重視し低価格による受注は行わない戦略をとっております

が、競合企業からの更なる価格攻勢により、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 

自己資本比率  80.3％ 75.3％ 83.3％ 81.6％

時価ベースの自己資本比率  115.5％ 125.1％ 270.6％ 407.7％

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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② 部品・原材料の調達及び調達価格にかかるリスク 

当社グループの売上高の大半を占める電機事業の主要セグメントである産業用照明器具群においては、多種の防爆仕

様製品を組み立てるにあたり、３万点弱に及ぶ部材及び外注品を、主として小規模な協力取引業者から仕入れておりま

す。これら協力業者を新規開拓してはおりますが、既存業者の熟練工の高齢化や数年来の厳しい事業環境下での事業の

見直しがなされ、一時に大量の部材調達が必要になった場合や災害および長期の計画停電等の場合には対応出来ない

可能性があります。さらに原油価格や金属類等の価格上昇の影響を受け、原材料の調達価格が上昇する可能性がありま

す。 

また、当社は技術部門において製品の新規開発及び品質管理業務を担当しておりますが、仕入先の技術的・価格的・

納期的な安定が確保されない場合は、製品の製造に係る原価及び納期、品質保証に影響を及ぼす可能性があります。 

③  人材の確保にかかるリスク 

昨今、若年労働者のいわゆる３Ｋ労働を回避する傾向があることから、当社の製品組立て部門において当社の持つ防

爆製品の組立てノウハウを継承するための優秀かつ長期の労働力の十分な確保が厳しい状況にあります。在籍している従

業員の流出防止が出来ない場合や、あるいは優秀な人材を長期的に確保できない場合には、当社グループの主要事業の

将来や業績に影響を与える可能性があります。 

  

④  製品の安全性にかかるリスク 

当社グループの売上高の大半を占める電機事業においては、一世紀弱に及ぶ技術開発の成果として、多くの製品に工

業所有権・ノウハウを有しておりますが、そもそも可燃性物質を取り扱う等厳しい環境下で使用される製品であること、また

前述したように、昨今の仕入先の状況から来る品質の低下及び品質検査漏れ及び当社の熟練工確保状況等によっては、

当社製品の使用に関連して火災事故等の人命に関わる事態に巻き込まれる可能性があります。かかる状況においては、報

道等の行われ方いかんによっては、問題のない製品及び当社グループへの信頼性の低下を招き、当社グループの業績と

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤  災害・事故等による影響を受けるリスク  

当社グループの売上高の大半を占める電機事業は、製品の製造から出荷までの業務を栃木県内の工場にて行っており

ます。製造・組立てラインの中断による事業活動へのマイナスの影響を最小化するために、工場で定期的な点検と検査、

並びに物流業務を数社に分けて外注する等の対策をとっておりますが、栃木県近郊で大規模地震等の災害や新型インフ

ルエンザ等が発生し、当社・協力会社及び仕入先業者の設備やその従業員、周辺の交通や通信インフラ等に被害や重

大な影響が及んだ場合には、生産体制及び製品の出荷業務などに多大な影響を受け、当社グループの業績と財務状況に

影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑥ 代理店等の営業状態により影響を受けるリスク 

当社グループは、主として代理店等を通じて営業を行っております。これら代理店の財政状態が悪化し、期限どおりの支

払いを得られなくなった場合は、当社グループの財務状態、キャッシュ・フローの状況及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

⑦  各種法的規制リスク 

当社グループは、防爆仕様の製品を製造することから、さまざまな法的（ガイドライン）規制を受けております。たとえ

ば、労働安全衛生法に基づく国家検定に合格する必要がある製品や、電気用品技術基準に合格することが必要な製品等

があります。当社グループは事業遂行にあたってこれら法令等に違反しないように監視する内部統制機能の充実に努めて

おりますが、結果として規制に適合しない可能性を完全に排除できる保証はありません。これら法令等の規制等を遵守でき

なかったことにより、企業としての信頼性の失墜につながる可能性があり、その場合には当社グループの業績と財務状況に

影響を及ぼす可能性があります。 

⑧  情報システムに関するリスク 

当社グループにおいてもＩＴを利用した日常業務プロセスが進行しており、内部統制システムの一環としてＩＴ全般統

制を行ってリスクの軽減に努めておりますが、自然災害やサイバー攻撃等によって、システム障害等が発生し情報システム

に影響を及ぼす可能性を完全に排除することが出来ません。その場合は本社・工場の機能に影響を及ぼす可能性があり

ます。  
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⑨ 事業再生投資のリスク 

当社グループは、ＳＢＯ、オリオン・キャピタル・マネージメントを通じＤＷグループへの投資にみられるような事

業再生投資を行っております。事業再生投資のリスクについては、投資活動におけるリスクを定量的に把握し、投資先の状

況に細心の注意を払い、投資目的達成のために万全を期すこととしておりますが、事業再生投資は元来リスクを伴う投資で

あることから、投資回収額が投資額を下回る可能性があります。  

⑩  持分法適用関連会社の財政状態及び経営成績にかかるリスク 

当社には、持分法適用会社として連結子会社が38.6％の株式を保有するディーワンダーランド（ＤＷ）とその完全

子会社である大黒屋があります。当社としては連結経営の観点からその方針に一定の影響を及ぼすことは可能ですが、方

針そのものの決定は行うことは出来ません。大黒屋の営業規模からその経営成績の変動は当社グループの経営成績にも大

きな影響を与える可能性があります。  

  

⑪  上場再審査の可能性に関するリスク 

当社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は、当社持分法適用会社となっている株式会社

ディーワンダーランド（以下「DW」という）の38.6％の株式を保有しております。DWの自己株取得やグループの資本

関係の変動により DWが当社の連結対象子会社となった場合には、株式会社東京証券取引所には「不適当な合併等」

の規定があることから、当該行為がこれに抵触したとみなされた場合には、同取引所により上場会社の実質的存

続性についての審査・確認を受けることになります。この実質的存続性審査の結果、同取引所により当社が実質

的な存続会社でないと判断された場合には、一定の猶予期間内に同取引所の上場再審査を受けることになり、更

に新規上場審査の基準に準じた基準に適合しない場合は、当社株式は整理銘柄に指定され、一定期間を経て上場

廃止となる可能性があります。 

  

⑫  継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象または状況について 

「１.（５） 継続企業の前提に関する重要事象等」に記載の通り、当社グループに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。かかる状況により、当社グループの経営成績、財務状況や資金調達に大きな影響を及ぼす可能性が

あります。なお、当該事象の概要や改善するための対応策については、「４.（５）継続企業の前提に関する注記」に記載し

ております。 

  

（５） 継続企業の前提に関する重要事象等 

 当電機事業が長期にわたり厳しい事業環境にあることを主たる要因として、当社においては継続的に営業損失が発生する

一方、投資事業からの持分法投資収益は当社グループの連結純損益に大きく貢献しております。次年度においては経済環境

の先行きが不透明であることから、持分法収益の減少を想定しており当期連結純損失が拡大する見込みです。 

 また、当会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は170百万円ですが、次連結会計年度第２四半期

間中に資金確保が必要となる予定であります。かかる状況により、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。 

当社グループは当該状況を解消・改善するための対応を行っておりますが、資金調達や新規事業の開発には、投資

家や事業パートナーとの交渉を要することから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。なお、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詳細および当社グループとしての具体的な施策

に関しましては、「継続企業の前提に関する注記」に記載のとおりであります。                  
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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、産業用の照明器具や電路配

管器具の製造・販売を主体とする電機事業と、事業再生投資を主な内容とする投資事業を展開しております。  

 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。 

  

 （事業系統図） 

当社グループの事業系統図は次のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針、目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略  

 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 

  

(2) 会社の対処すべき課題 

当社が対象としている国内の産業用機器関連の設備投資の基調については、長期にわたって慎重姿勢が続いており、ま

た市場規模が小さいことから競合他社間での価格競争圧力が存在し、原材料費等の高止まりと併せて、収益的には依然とし

て厳しい状況が続いております。 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顕在化してき

ており、今後新たな事業機会であると考えられます。このような経営環境下、経営基盤の強化を図るため、対処すべき課題と

その対処方針は以下のとおりであります。 

① 電機事業の再構築  

生産面においては、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あります。 

 ② 内部管理体制の強化 

当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方に基づき、利害関係者の皆様に企業価値を創造し最大化す

る為に、健全で透明性の高い企業活動を目指し一層の内部管理体制の強化を進めてまいります 

③ 業績の回復及び復配の実現  

電機事業の再構築に加え、従前にも増して経費の削減を進め、営業損失の減少を図り事業リスクを低減するための更な

る改善を進めてまいります。また、当連結会計年度の収益に大きく貢献した事業再生投資につきましても、案件の慎重な選

別を踏まえながら今後も積極的に行い、収益基盤の改善に邁進してまいります。 

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針と位置付け、早期に配当を実現できるよう、最重要課題として取り組

んでまいる所存であります。 

(3) その他、会社の経営上重要な事項  

  該当事項はありません。 

３．経営方針

森電機株式会社（6993）平成23年３月期　決算短信



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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 411,707 170,799

受取手形及び売掛金 187,336 124,941

商品及び製品 13,183 10,924

仕掛品 34,118 34,408

原材料及び貯蔵品 65,422 64,535

未収入金 87,648 1,636

その他 14,368 13,787

貸倒引当金 △75 △283

流動資産合計 813,711 420,751

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 109,577 115,977

減価償却累計額 △71,398 △72,595

建物及び構築物（純額） 38,179 43,381

機械装置及び運搬具 129,657 128,766

減価償却累計額 △118,221 △125,445

機械装置及び運搬具（純額） 11,435 3,320

工具、器具及び備品 183,296 184,611

減価償却累計額 △182,760 △183,395

工具、器具及び備品（純額） 536 1,215

土地 23,468 18,510

有形固定資産合計 73,619 66,428

無形固定資産   

その他の施設利用権 5,519 4,938

無形固定資産合計 5,519 4,938

投資その他の資産   

投資有価証券 600,692 999,684

長期滞留債権 199,147 199,000

その他 37,722 33,163

貸倒引当金 △213,302 △213,302

投資その他の資産合計 624,260 1,018,545

固定資産合計 703,399 1,089,912

資産合計 1,517,110 1,510,663

森電機株式会社（6993）平成23年３月期　決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 103,699 111,999

短期借入金 17,000 17,000

賞与引当金 1,794 1,784

未払金 27,737 28,193

その他 31,981 25,797

流動負債合計 182,212 184,775

固定負債   

退職給付引当金 － 8,387

役員退職慰労引当金 63,966 －

資産除去債務 － 15,169

その他 5,922 69,994

固定負債合計 69,888 93,551

負債合計 252,100 278,326

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 △2,750,437 △2,780,791

自己株式 △1,553 △1,559

株主資本合計 1,263,661 1,233,301

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,148 △1,164

その他の包括利益累計額合計 1,148 △1,164

新株予約権 200 200

少数株主持分 － －

純資産合計 1,265,010 1,232,337

負債純資産合計 1,517,110 1,510,663
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 485,552 391,972

売上原価 347,242 350,449

売上総利益又は売上総損失（△） 138,309 41,523

販売費及び一般管理費 451,078 462,966

営業損失（△） △312,768 △421,442

営業外収益   

受取利息 162 154

受取配当金 302 334

持分法による投資利益 312,977 406,069

その他 3,564 5,014

営業外収益合計 317,006 411,571

営業外費用   

支払利息 1,248 1,338

匿名組合投資損失 23,590 －

その他 204 252

営業外費用合計 25,043 1,591

経常損失（△） △20,805 △11,461

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 75

賞与引当金戻入額 1,524 1,794

特別利益合計 1,524 1,869

特別損失   

たな卸資産評価損 677 －

減損損失 3,956 14,053

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,914

特別損失合計 4,634 25,967

税金等調整前当期純損失（△） △23,915 △35,559

法人税、住民税及び事業税 19,831 △5,205

法人税等合計 19,831 △5,205

少数株主損益調整前当期純損失（△） △43,746 △30,354

少数株主利益 306 －

当期純損失（△） △44,053 △30,354
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 △43,746 △30,354

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △2,313

持分法適用会社に対する持分相当額 － △814

その他の包括利益合計 － △3,127

包括利益 － △33,481

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △33,481

少数株主に係る包括利益 － －
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,869,100 2,119,000

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 2,119,000 2,119,000

資本剰余金   

前期末残高 1,646,752 1,896,652

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 1,896,652 1,896,652

利益剰余金   

前期末残高 △2,608,365 △2,750,437

当期変動額   

当期純損失（△） △44,053 △30,354

連結範囲の変動 △98,018 －

当期変動額合計 △142,071 △30,354

当期末残高 △2,750,437 △2,780,791

自己株式   

前期末残高 △1,537 △1,553

当期変動額   

自己株式の取得 △16 △5

当期変動額合計 △16 △5

当期末残高 △1,553 △1,559

株主資本合計   

前期末残高 905,949 1,263,661

当期変動額   

新株の発行 499,800 －

当期純損失（△） △44,053 △30,354

自己株式の取得 △16 △5

連結範囲の変動 △98,018 －

当期変動額合計 357,711 △30,359

当期末残高 1,263,661 1,233,301
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △60,554 1,148

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 61,703 △2,313

当期変動額合計 61,703 △2,313

当期末残高 1,148 △1,164

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △60,554 1,148

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 61,703 △2,313

当期変動額合計 61,703 △2,313

当期末残高 1,148 △1,164

新株予約権   

前期末残高 － 200

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 200 200

少数株主持分   

前期末残高 3,848 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,848 －

当期変動額合計 △3,848 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 849,243 1,265,010

当期変動額   

新株の発行 499,800 －

当期純損失（△） △44,053 △30,354

連結範囲の変動 △98,018 －

自己株式の取得 △16 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 58,054 △2,313

当期変動額合計 415,767 △32,672

当期末残高 1,265,010 1,232,337
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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（△） △23,915 △35,559

減価償却費 6,011 10,528

減損損失 3,956 14,053

賞与引当金の増減額（△は減少） 270 △10

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） △5,830 8,387

前払年金費用の増減額（△は増加） △2,234 2,234

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,552 207

受取利息及び受取配当金 △465 △488

雑収入 △3,564 △5,014

雑損失 0 252

支払利息 1,248 1,338

持分法による投資損益（△は益） △312,977 △406,069

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,914

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） △14,628 62,395

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,128 2,856

仕入債務の増減額（△は減少） △32,148 8,299

未払金の増減額（△は減少） 2,409 1,328

その他の流動資産の増減額（△は増加） △85,308 3,989

その他の固定資産の増減額（△は増加） 260,015 7,236

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,958 78,300

その他の固定負債の増減額（△は減少） － △78,308

小計 △172,568 △312,127

利息及び配当金の受取額 374 388

利息の支払額 △379 △128

法人税等の支払額 △19,807 △1,452

営業活動によるキャッシュ・フロー △192,381 △313,320

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 △58,587 △15,047

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 －

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 43,552 72,417
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31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 489,796 －

自己株式の取得による支出 △16 △5

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 499,779 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 350,949 △240,907

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）

23,854 －

現金及び現金同等物の期末残高 411,707 170,799

森電機株式会社（6993）平成23年３月期　決算短信



 当社グループの平成23年３月期の決算は、長期にわたって厳しい事業環境下にある電機事業からの連結売上高391百

万に販売・管理費を差し引き連結営業損失は421百万円、これに好調な投資事業からの持分法投資収益406百万円を計上

し、連結の当期純損益では30百万円の損失となっております。 

次年度は経済の先行きが不透明なことから持分法投資収益は242百万円を予定し、連結純損失は103百万円と予想して

おります。 また、当会計年度末における現金及び現金同等物は170百万円を確保しておりますが、次連結会計年度第２

四半期間中に資金確保が必要となる予定であります。 

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事象または状況が存在しております。 

 当社グループでは当該事象を解消すべく、以下の対応をすすめております。 

  

① 資本政策実行計画の具体化 

前連結会計年度におきまして、当社は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が、次年度第

2四半期を目処として、株式、新株予約権の発行等の直接調達の実施を検討しております。当社グループの事業内容や成

長性に興味をもつ投資家がおりますので、具体化をすすめ資金調達を図ります。 

  

② 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406百万円を計上いたしました。ブランド品リ

サイクル事業が好調であることから、当社のリソースを活用し、当社の同事業の更なる展開により投資収益の極大化によ

る連結収益向上を図ります。  

  

③電機事業部門の再構築  

省電力・環境対応型製品を中心とする新規顧客開拓による売上げの増加、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。 

  

 以上の対応をすすめ、当該状況の解消、改善を図って参りますが、資金調達や新規事業の開発には、投資家や事業パー

トナーとの交渉を要することから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性がみとめられます。 

なお、当期の連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を連結財務諸表に反映しておりません。 

  

  

(5）継続企業の前提に関する注記
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(6)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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関

する事項 

 連結子会社の数 ２社 

 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  

 当連結会計年度より、株式会社エスビーオーを

買収、その子会社のオリオン・キャピタル・マネージ

メント株式会社も連結の範囲に含めております。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。 

 連結子会社の数 ２社 

 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  

  

２．持分法の適用に

関する事項 

 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 

 当連結会計年度の平成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「Ｄ

Ｗ」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。 

 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 

  

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、オリオン・キャピタル・マネージ

メント株式会社の決算日及び、持分法適用関連会

社である、ＤＷグループの決算日は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。  

  

  

  

  

同左 
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項目 
前連結会計年度

（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 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

４．会計処理基準に

関する事項 

    

(1）重要な資産の

評価基準及び

評価方法 

 イ. 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定しております) 

 イ. 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

   時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

   ロ.たな卸資産 

  評価基準及び評価方法は、当社及び連結 

  子会社においては次のとおりです。  

   商品………先入先出法による原価法 

 （収益性の低下による簿価切下げの方法） 

   製品・仕掛品・材料 

      ……移動平均法による原価法 

 （収益性の低下による簿価切下げの方法） 

   貯蔵品…… 終仕入原価法による原価法 

 （収益性の低下による簿価切下げの方法） 

 ロ. たな卸資産 

               同左  

  

                   

(2）重要な減価償

却資産の減価

償却の方法 

 イ. 有形固定資産 

  定率法を採用しております。ただし、建物につい

ては定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 イ. 有形固定資産 

  定率法を採用しております。ただし、建物につい

ては定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

   建       物 10～60年  建       物 10～60年 

   機 械 及  び 装 置 ５～12年  機 械 及  び 装 置 ５～12年 

   車 輌 運 搬 具 ４～６年  車 輌 運 搬 具 ４～６年 

   工具器具 及び 備品 ２～15年  工具器具 及び 備品 ２～15年 

(3）重要な引当金

の計上基準 

 イ. 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、次のように

計上しております。 

 イ. 貸倒引当金 

同左 

   ａ. 一般債権  

 実績繰入率による繰入額を計上しております。 

  

   ｂ. 貸倒懸念債権及び破産更生債権 

 個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

  

   ロ. 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支出に備えるため支給見

込額に基づき計上しております。 

 ロ. 賞与引当金 

同左 

   ハ. 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計

上しております。 

（追加情報） 

 当連結会計年度末においては、年金資産の見込

額が退職給付債務の見込み額を上回っているた

め、「投資のその他の資産」の「その他」に含めて資

産の部に計上しております。  

 ハ. 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

計上しております。 

（追加情報） 

 当連結会計年度末においては、年金資産の見込

額が退職給付債務の見込み額を下回っているた

め、不足額を退職給付引当金に計上しております。

   ニ. 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく期末支給見込額を計上して

おります。 

  

 ―――― 
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項目 
前連結会計年度

（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 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 (4）のれんの償却 

   方法及び償却 

   期間  

  

――――  

  

 のれんの償却については、２０年間の均等償却を

行っております。 

  

 (5）連結キャッシ 

   ュ・フロー計 

   算書における 

   資金の範囲 

  

                   

             ―――― 

 キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない、取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。  

(6）その他連結財

務諸表作成の

ための重要な

事項 

 イ. 消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜方式によっておりま

す。 

 イ. 消費税等の会計処理 

同左 

 ロ. 投資事業の会計処理 

 当社グループは投資事業の会計処理を行うに際

して、投資事業への出資金を投資有価証券として

計上しております。また、投資事業用の投資有価証

券から生ずる損益は、営業損益として表示すること

としております。  

 ロ. 投資事業の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資

産及び負債の評

価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面

時価評価法を採用しております。 

同左 

６．のれん及び負の

のれんの償却に

関する事項 

 のれんの償却については、20年間の均等償却

を行っております。 

  

――――  

７．連結キャッシ

ュ・フロー計算

書における資金

の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない、取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

  

  

  

  

 ―――― 
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 会計方針の変更 

  

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23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。 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益    △41,619  千円 

少数株主に係る包括利益      △306  千円 

     計 △41,925  千円 

  

※２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金     1,380  千円 

持分法適用会社に対する持分相当額  440  千円  

     計   1,820  千円 

(7)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

前連結会計年度 

(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 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

―――――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

―――――――――――― 

（資産除去債務に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より、「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。これにより、営業損失は120千円増加、経常損失

 は301千円増加、税金等調整前当期純損失は16,772千円増

 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14,989千円であります。 

  

（「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） 

 当連結会計年度より、「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

 法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実 

 務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用し、連結決

 算上必要な修正を行っております。これによる連結財務 

 諸表に与える影響は軽微であります。 

(8)追加情報

前連結会計年度 

(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 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

―――――――――――― 

  

  

  

    

  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会 

 計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日） 

 を適用しております。ただし、「その他の包括利益累 

 計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算 

 差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載 

 しております。 

(9)連結財務諸表に関する注記事項

（開示の省略）

（連結包括利益計算書関係）
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

                                （単位：千円）

 （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、消去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。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  電機事業 投資事業 計 消去又は全社 連結

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

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループ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

です。 

 当社グループは、「電機事業」、「投資事業」の2つの事業セグメントを報告セグメントとしておりま

す。 

 「電機事業」における製品は、産業用照明器具群、電機工事材群、制御機器群から構成されており、当

社が設計・製造した製品は、代行店及び代理店を通じ、あるいはOEM製品、特定ユーザー向け製品として

直接販売されております。 

 「投資事業」では、主として事業再生案件に投資しております。尚、当事業年度においては、子会社２

社を通じ、質店・中古ブランド品売買の 大手である大黒屋の発行済株式を100％保有する持分法適用会

社への投資を継続しております。 

   

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

   

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

     

  前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

                                       （単位：千円） 

  

（注）1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△414,038千円は、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.セグメント利益又は損失(△)は、当連結損益計算書の営業損失 と調整を行ってお 

 ります。 

  

ｄ．セグメント情報

  

  

報告セグメント 
調整額 

（注） 

連結財務諸表

計上額 電機事業 投資事業 計 

売上高           

 外部顧客への売上高 482,371 3,180 485,552       ― 485,552

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

セグメント利益 

 又は損失（△） 
42,014 59,254 101,269 △414,038 △312,768

セグメント資産 86,759 600,692 687,452 829,658 1,517,110
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

                                       （単位：千円） 

  

（注）1.セグメント損失(△)の調整額△391,891千円は、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.セグメント損失(△)は、当連結損益計算書の営業損失と調整を行って 

 おります。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より「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。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

   

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦以外の外部顧客への売上高がありませんので、記載を省略しております。 

  

   

(2）有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がありませんので、記載を省略しております。 

  

   

３．主要な顧客ごとの情報 

  

  

  

  

  

  報告セグメント 
調整額 

（注） 

連結財務諸表

計上額 
  電機事業 投資事業 計 

売上高           

 外部顧客への売上高 391,972     ― 391,972       ― 391,972

セグメント間の内部売 

上高又は振替高 
    ―     ―    ―       ―       ―

計 391,972     ― 391,972       ― 391,972

セグメント損失（△） △21,701 △7,850 △29,551 △391,891 △421,442

セグメント資産 234,810 999,684 1,234,494 276,169 1,510,663

ｅ．関連情報

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

 株式会社 タイワデンキ  65,249千円 電機事業 
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：千円）

  

  

  

  

 （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。 

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   電機事業  投資事業  合計 

 減損損失   14,053  ――   14,053

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（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 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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   円  銭 3 69

１株当たり当期純損失    円  銭 0 14

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 60

１株当たり当期純損失    円 08銭 0

  
前連結会計年度

(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
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純損失（千円）  44,053  30,354

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）  44,053  30,354

期中平均株式数（千株）  302,418  342,103

  
前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 

当連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 

 純資産の部の合計額（千円）  1,265,010  1,232,337

 純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
 200  200

 （うち新株予約権）            ( ) 200            ( ) 200

 （うち少数株主持分）            ( ) ―            ( ) ―

 普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
 1,264,810  1,232,137

 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） 
 342,103  342,102
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 前連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

  該当事項はありません。 

  

 当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 

  該当事項はありません。  

  

（重要な後発事象）
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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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 233,924 90,535

受取手形 71,947 65,127

売掛金 115,389 59,813

商品及び製品 13,183 10,924

仕掛品 34,118 34,408

原材料及び貯蔵品 65,422 64,535

前払費用 5,342 5,217

未収消費税等 6,417 5,803

未収入金 89,232 531

短期貸付金 － 11,500

その他 7,600 766

流動資産合計 642,579 349,164

固定資産   

有形固定資産   

建物 109,577 115,977

減価償却累計額 △71,398 △72,595

建物（純額） 38,179 43,381

機械及び装置 96,809 96,809

減価償却累計額 △96,809 △96,809

機械及び装置（純額） 0 0

車両運搬具 32,847 31,956

減価償却累計額 △21,412 △28,635

車両運搬具（純額） 11,435 3,320

工具、器具及び備品 183,296 184,611

減価償却累計額 △182,760 △183,395

工具、器具及び備品（純額） 536 1,215

土地 23,468 18,510

有形固定資産合計 73,619 66,428

無形固定資産   

その他の施設利用権 5,519 4,938

無形固定資産合計 5,519 4,938

投資その他の資産   

投資有価証券 9,571 7,258

関係会社株式 570,000 570,000

長期滞留債権 199,147 199,000

破産更生債権等 14,302 14,302

長期前払費用 726 －

差入保証金 10,020 10,020

その他 12,674 8,841

貸倒引当金 △213,302 △213,302

投資その他の資産合計 603,139 596,119

固定資産合計 682,278 667,486
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産合計 1,324,858 1,016,650

負債の部   

流動負債   

支払手形 72,996 82,145

買掛金 30,703 29,854

関係会社短期借入金 92,000 192,000

未払金 26,940 28,193

未払費用 3,521 6,442

未払法人税等 7,180 6,664

預り金 10,506 10,466

賞与引当金 1,794 1,784

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 262,642 374,551

固定負債   

長期未払金 － 63,474

退職給付引当金 － 8,387

役員退職慰労引当金 63,966 －

資産除去債務 － 15,169

その他 5,922 6,520

固定負債合計 69,888 93,551

負債合計 332,531 468,102

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,119,000 2,119,000

資本剰余金   

資本準備金 1,896,652 1,896,652

資本剰余金合計 1,896,652 1,896,652

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △3,023,120 △3,464,580

利益剰余金合計 △3,023,120 △3,464,580

自己株式 △1,553 △1,559

株主資本合計 990,978 549,513

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,148 △1,164

評価・換算差額等合計 1,148 △1,164

新株予約権 200 200

純資産合計 992,327 548,548

負債純資産合計 1,324,858 1,016,650
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

製品売上高 402,637 319,638

商品売上高 79,734 72,334

売上高合計 482,371 391,972

売上原価   

製品期首たな卸高 19,429 10,492

当期製品製造原価 320,758 303,959

合計 340,187 314,452

製品期末たな卸高 10,492 8,843

製品売上原価 329,694 305,609

商品期首たな卸高 5,436 2,690

当期商品仕入高 49,059 44,230

合計 54,496 46,920

商品期末たな卸高 2,690 2,081

商品売上原価 51,805 44,839

売上原価合計 381,500 350,449

売上総利益 100,871 41,523

販売費及び一般管理費 472,894 458,087

営業損失（△） △372,023 △416,564

営業外収益   

受取利息 125 264

受取配当金 302 334

匿名組合投資利益 299,790 －

受取家賃 － 4,800

その他 1,621 76

営業外収益合計 301,839 5,475

営業外費用   

支払利息 22,694 3,387

その他 204 252

営業外費用合計 22,898 3,639

経常損失（△） △93,081 △414,728

特別利益   

賞与引当金戻入額 1,524 1,794

特別利益合計 1,524 1,794

特別損失   

たな卸資産評価損 677 －

減損損失 3,956 14,053

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,914

特別損失合計 4,634 △25,967

税引前当期純損失（△） △96,191 △438,901

法人税、住民税及び事業税 2,558 2,558

法人税等合計 2,558 2,558

当期純損失（△） △98,749 △441,460
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 （注）※  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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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    180,147  55.2    163,867  53.9

Ⅱ 労務費    65,990  20.2  66,564  21.8

Ⅲ 経費 ※  31,300  9.6  34,056  11.2

Ⅳ 外注加工費    49,162  15.0  39,762  13.1

当期製造費用    326,601  100.0  304,250  100.0

期首仕掛品たな卸高    28,281    34,118   

合計    354,882    338,368   

期末仕掛品たな卸高    34,118    34,408   

他勘定振替高    5    -   

当期製品製造原価    320,758    303,959   

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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,869,100 2,119,000

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 2,119,000 2,119,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,646,752 1,896,652

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 1,896,652 1,896,652

資本剰余金合計   

前期末残高 1,646,752 1,896,652

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 1,896,652 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 △2,924,370 △3,023,120

当期変動額   

当期純損失（△） △98,749 △441,460

当期変動額合計 △98,749 △441,460

当期末残高 △3,023,120 △3,464,580

利益剰余金合計   

前期末残高 △2,924,370 △3,023,120

当期変動額   

当期変動額合計 △98,749 △441,460

当期末残高 △3,023,120 △3,464,580

自己株式   

前期末残高 △1,537 △1,553

当期変動額   

自己株式の取得 △16 △5

当期変動額合計 △16 △5

当期末残高 △1,553 △1,559
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 589,945 990,978

当期変動額   

新株の発行 499,800 －

当期純損失（△） △98,749 △441,460

自己株式の取得 △16 △5

当期変動額合計 401,033 △441,466

当期末残高 990,978 549,513

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △60,554 1,148

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 61,703 △2,313

当期変動額合計 61,703 △2,313

当期末残高 1,148 △1,164

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △60,554 1,148

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 61,703 △2,313

当期変動額合計 61,703 △2,313

当期末残高 1,148 △1,164

新株予約権   

前期末残高 － 200

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 200 200

純資産合計   

前期末残高 529,390 992,327

当期変動額   

新株の発行 499,800 －

当期純損失（△） △98,749 △441,460

自己株式の取得 △16 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 61,903 △2,313

当期変動額合計 462,938 △443,778

当期末残高 992,327 548,548
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当社の平成23年３月期の決算は、長期にわたって厳しい事業環境下にある電機事業からの売上高391百万に販売・管理

費を差し引き営業損失は416百万円と営業損失が継続している状況です。 

また、当会計年度末における現金及び現金同等物は90百万円で、連結子会社から資金の調達を含めて次会計年度第２

四半期間中に資金確保が必要となる予定であります。 

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事象または状況が存在しております。 

 当社では当該事象を解消すべく、以下の対応をすすめております。 

  

① 資本政策実行計画の具体化 

前会計年度におきまして、当社は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が、次年度第2四

半期を目処として、株式、新株予約権の発行等の直接調達の実施を検討しております。当社グループの事業内容や成長性

に興味をもつ投資家がおりますので、具体化をすすめ資金調達を図ります。 

  

② 電機事業部門の再構築  

省電力・環境対応型製品を中心とする新規顧客開拓による売上げの増加、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。 

  

 以上の対応をすすめ、当該状況の解消、改善を図って参りますが、資金調達や新規事業の開発には、投資家や事業パー

トナーとの交渉を要することから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性がみとめられます。 

なお、当期の財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財

務諸表に反映しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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

(1)役員の異動

(2)その他
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