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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第63期

第２四半期連結
累計期間

第63期
第２四半期連結
会計期間

第62期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年９月30日

自平成20年７月１日
至平成20年９月30日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（千円） 13,728,726 7,107,364 27,949,511

経常利益（千円） 323,001 154,894 776,365

四半期（当期）純利益（千円） 168,028 85,652 392,239

純資産額（千円） － 7,183,687 7,110,542

総資産額（千円） － 15,831,982 16,264,678

１株当たり純資産額（円） －      1,565円61銭 　 1,549円60銭

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
  36円62銭　   18円67銭　 　 　 85円47銭

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 45.4 43.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
81,177 － 303,069

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△103,903 － △29,072

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△46,031 － △299,394

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 2,207,630 2,279,403

従業員数（人） － 220 215

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

　　　　　せん。
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２【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 220  

　（注）　従業員数は、就業人員であります。

(2) 提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 218  

　（注）　従業員数は、就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入実績

　当第２四半期連結会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
　　至　平成20年９月30日）

電気機器（千円） 2,061,808

電子デバイス・情報通信機器（千円） 2,174,945

設備機器（千円） 1,271,683

産業機械・その他（千円） 763,850

合計（千円） 6,272,288

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

　該当事項はありません。

(3) 販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
　　至　平成20年９月30日）

電気機器（千円） 2,410,765

電子デバイス・情報通信機器（千円） 2,461,505

設備機器（千円） 1,415,392

産業機械・その他（千円） 819,700

合計（千円） 7,107,364

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２【経営上の重要な契約等】

    当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

（1）財政状態

　（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における資産合計は158億31百万円（前連結会計年度末比４億32百万円減）となり

ました。

　流動資産は138億72百万円（同比３億74百万円減）となりました。これは主にたな卸資産は２億45百万円増加し

ましたが、受取手形及び売掛金が５億64百万円減少したことによるものです。固定資産は19億59百万円（同比57百

万円減）となりました。これは主に投資有価証券が62百万円減少したことによるものです。

　

（負債）

　負債合計は86億48百万円（同比５億５百万円減）となりました。

　流動負債は82億60百万円（同比５億15百万円減）となりました。これは主に支払手形及び買掛金が３億42百万

円、未払法人税等が35百万円減少したことによるものです。

　

（純資産）

　純資産合計は71億83百万円（同比73百万円増）となりました。これは主にその他有価証券評価差額金は50百万円

減少しましたが、利益剰余金が１億22百万円増加したことによるものです。

　

（キャッシュ・フローの状況）

　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の残高は22億７百万円（第１四半期連結会計期間末

比41百万円増）となりました。各キャッシュ・フローの主な増減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）　

　営業活動により得られた資金は１億47百万円となりました。これは主に仕入債務の減少により資金は５億35百万

円減少しましたが、税金等調整前四半期純利益を１億54百万円計上したことに加え、売上債権の減少により資金が

４億９百万円増加し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）

　投資活動により使用した資金は１億円となりました。これは主に有価証券の取得のために資金を１億円使用した

ことによるものです。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、著しい増減はありません。
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（2）経営成績

　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安の影響、また原油・原材料価格の高騰によ

る企業収益の圧迫により、設備投資、個人消費の減少が続くなど、景気後退が鮮明となりました。

　当社グループの関連する業界につきましては、鉄鋼関連産業の需要は好調でしたが、精密機械や建設関連産業の

需要は低迷しました。

　このような状況の中、当社グループは、取扱商材の拡大と新規顧客の開拓に努めております。

　当第２四半期連結会計期間は、設備の更新需要が堅調に推移しましたが、電子デバイス商品の販売が低調であっ

たため、売上高は71億７百万円となり、営業利益は２億39百万円、経常利益は１億54百万円、四半期純利益は85百万

円となりました。

　

　取扱商品の部門別状況は、次のとおりであります。

　

（電気機器）　　　　　　　　　　売上高24億10百万円

　電気機器につきましては、海外液晶メーカー向けを中心にサーボモータ、コントローラが堅調に推移しました。し

かし、建築設備投資の低迷を受け、配電制御機器は低調な推移となりました。

　

（電子デバイス・情報通信機器）　売上高24億61百万円

　半導体・電子デバイスにつきましては、全般的に低調に推移しました。情報通信機器につきましては、サーバー、

パソコン等の情報化投資は低調でありましたが、アミューズメント向けにＦＡパソコンが好調に推移しました。

　

（設備機器）　　　　　　　　　　売上高14億15百万円

　設備機器につきましては、工場、ビルのリニューアル工事、食品店舗の新築、リニューアル工事需要が活発に推移

し、業務用空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、チラー等の冷熱機器及び関連工事が好調に推移しました。住設機器は

価格競争が激しいものの、家庭用エアコンと換気扇が堅調に推移しました。

　

（産業機械・その他）　　　　　　売上高８億19百万円

　産業機械につきましては、工作機業界の低迷によりレーザー及び放電加工機は低調に推移しましたが、鉄鋼関連

等の設備投資は継続しており、重電機器その他が堅調に推移しました。

　

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

　

（4）研究開発活動

　特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

　特記すべき事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在

発行数（株）
(平成20年９月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 4,600,000 4,600,000
大阪証券取引所

市場第二部
－

計 4,600,000 4,600,000 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

(3) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額（千円）

資本準備金
残高（千円）

平成20年７月１日～

平成20年９月30日
－ 4,600,000 － 1,005,000 － 838,560
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(5) 【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 1,000 21.74

日光産業株式会社 大阪市福島区福島７－15－２　萬世ビル内 533 11.58

ゴールドマンサックスインターナ

ショナル

（常任代理人　ゴールドマン・

サックス証券株式会社）

PETERBOROUGH COURT,

 133 FLEET STREET,

LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 

（東京都港区六本木６－10－１　六本木ヒ

ルズ森タワー）

194 4.21

萬世電機従業員持株会 大阪市福島区福島７－15－30 192 4.19

ソシエテジエネラルエヌアールエ

イエヌオーデイテイテイ

（常任代理人　香港上海銀行　　東

京支店）

SOCIETE GENERALE 29 BOULEVARD

HAUSSMANN PARIS - FRANCE

（東京都中央区日本橋３－11－１）

188 4.08

株式会社サンセイテクノス 大阪市淀川区西三国１－１－１ 120 2.60

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 110 2.39

竹田　和平 名古屋市天白区 83 1.80

占部　正浩 兵庫県西宮市 81 1.76

占部　弘晃 兵庫県西宮市 66 1.45

計 － 2,569 55.84
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(6) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　  11,000　　 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,568,000 4,568 －

単元未満株式 普通株式 　 21,000 － －

発行済株式総数 4,600,000 － －

総株主の議決権 － 4,568 －

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

萬世電機株式会社
大阪市福島区福島

７丁目15番30号
11,000 － 11,000 0.2

計 － 11,000 － 11,000 0.2

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 860 730 719 710 650 620

最低（円） 700 700 700 690 620 620

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,207,630 2,279,403

受取手形及び売掛金 9,994,474 10,558,482

商品 1,106,747 861,605

繰延税金資産 110,598 110,598

未収入金 432,531 414,253

その他 23,571 26,360

貸倒引当金 △2,998 △3,167

流動資産合計 13,872,555 14,247,536

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 183,098

※1
 186,739

土地 165,074 165,074

その他（純額） ※1
 22,537

※1
 24,688

有形固定資産合計 370,710 376,502

無形固定資産 72,717 88,140

投資その他の資産

投資有価証券 1,269,099 1,332,077

繰延税金資産 158,857 132,671

その他 108,567 109,830

貸倒引当金 △20,525 △22,079

投資その他の資産合計 1,515,999 1,552,499

固定資産合計 1,959,427 2,017,141

資産合計 15,831,982 16,264,678

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,008,483 7,351,255

短期借入金 ※2
 580,000

※2
 580,000

未払法人税等 150,534 186,101

賞与引当金 191,092 －

役員賞与引当金 13,500 27,000

その他 317,025 632,268

流動負債合計 8,260,636 8,776,625

固定負債

退職給付引当金 146,153 143,506

役員退職慰労引当金 177,400 170,800

その他 64,106 63,204

固定負債合計 387,659 377,511

負債合計 8,648,295 9,154,136
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,005,000 1,005,000

資本剰余金 838,560 838,560

利益剰余金 5,364,099 5,241,957

自己株式 △7,055 △6,910

株主資本合計 7,200,603 7,078,606

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △11,277 39,129

為替換算調整勘定 △5,639 △7,193

評価・換算差額等合計 △16,916 31,935

純資産合計 7,183,687 7,110,542

負債純資産合計 15,831,982 16,264,678
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 13,728,726

売上原価 12,045,091

売上総利益 1,683,635

販売費及び一般管理費 ※1
 1,309,762

営業利益 373,872

営業外収益

受取利息 19,979

受取配当金 7,954

為替差益 3,697

投資事業組合運用益 10,329

その他 4,972

営業外収益合計 46,933

営業外費用

支払利息 4,527

売上割引 7,549

有価証券評価損 85,217

その他 509

営業外費用合計 97,804

経常利益 323,001

特別損失

固定資産除却損 29

特別損失合計 29

税金等調整前四半期純利益 322,971

法人税、住民税及び事業税 154,943

法人税等合計 154,943

四半期純利益 168,028
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 7,107,364

売上原価 6,204,599

売上総利益 902,764

販売費及び一般管理費 ※1
 663,457

営業利益 239,307

営業外収益

受取利息 9,462

受取配当金 112

投資事業組合運用益 10,329

その他 2,299

営業外収益合計 22,203

営業外費用

支払利息 2,294

売上割引 4,181

為替差損 14,693

有価証券評価損 85,217

その他 231

営業外費用合計 106,616

経常利益 154,894

特別損失

固定資産除却損 29

特別損失合計 29

税金等調整前四半期純利益 154,864

法人税、住民税及び事業税 69,211

法人税等合計 69,211

四半期純利益 85,652
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20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利益 322,971

減価償却費 30,477

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,646

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 191,092

未払賞与の増減額（△は減少） △191,151

受取利息及び受取配当金 △27,934

支払利息 4,527

為替差損益（△は益） 2,028

投資事業組合運用損益（△は益） △10,329

有価証券売却損益（△は益） 8

有価証券評価損益（△は益） 85,217

売上債権の増減額（△は増加） 609,992

たな卸資産の増減額（△は増加） △244,980

仕入債務の増減額（△は減少） △360,640

その他 △165,554

小計 241,473

利息及び配当金の受取額 26,970

利息の支払額 △3,937

法人税等の支払額 △183,329

営業活動によるキャッシュ・フロー 81,177

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 △7,781

無形固定資産の取得による支出 △2,063

有価証券の取得による支出 △325,854

有価証券の売却による収入 198,553

投資事業組合からの分配による収入 33,720

その他 △478

投資活動によるキャッシュ・フロー △103,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △145

配当金の支払額 △45,886

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,031

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △71,773

現金及び現金同等物の期首残高 2,279,403

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,207,630
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【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】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の
変更
　たな卸資産
　　通常の販売目的で保有するたな卸資産
については、従来、主として総平均法に
よる原価法によっておりましたが、第
１四半期連結会計期間より「棚卸資産
の評価に関する会計基準」（企業会計
基準第９号　平成18年７月５日）が適
用されたことに伴い、主として総平均
法による原価法（貸借対照表価額につ
いては収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法）により算定しております。
　　なお、これによる損益に与える影響は
軽微であります。

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．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有形固定資産につ

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しております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期連結

会計期間を含む連結会計年度の税引前当

期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。

　なお、法人税等調整額は、「法人税、住民

税及び事業税」に含めて表示しておりま

す。

　　【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

（賞与引当金）

　前連結会計年度においては、従業員賞与の確定額を未払

費用として計上しておりましたが、当第２四半期連結累

計期間は支給額が確定していないため、支給見込額を賞

与引当金として計上しております。

　なお、前連結会計年度においては支給確定額191,150千円

を流動負債（その他）に含めて計上しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

*1．有形固定資産の減価償却累計額

　                                624,156千円

*1．有形固定資産の減価償却累計額

　                                613,205千円　

*2．当連結会社においては、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行５行と貸出コミットメントライン契約

を締結しております。これら契約に基づく当第２四半期

連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

*2．当連結会社においては、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行５行と貸出コミットメントライン契約

を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年

度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額  1,000,000千円

借入実行残高   500,000千円

差引額    500,000千円

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入実行残高  500,000千円

差引額   500,000千円

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

*1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

　　　給料　　　　　　　　　　　　　　 458,208千円

　　　配送保管費　　　　　　　　　　　 151,031千円

　　　福利厚生費　　　　　　　　　　　 128,295千円

　　　退職給付費用　　　　　　　　　　　40,120千円

　　　役員退職慰労引当金繰入額　　　　　 6,600千円

　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　　 178,418千円

　　　役員賞与引当金繰入額　　　　　　　13,500千円

　　　減価償却費　　　　　　　　　　　　30,477千円

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

*1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

　　　給料　　　　　　　　　　　　　　 236,435千円

　　　配送保管費　　　　　　　　　　　　76,104千円

　　　福利厚生費　　　　　　　　　　　　62,195千円

　　　退職給付費用　　　　　　　　　　　18,192千円

　　　役員退職慰労引当金繰入額　　　　　 3,100千円

　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　　　81,736千円

　　　役員賞与引当金繰入額　　　　　　　 6,547千円

　　　減価償却費　　　　　　　　　　　　15,687千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

*1. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定    2,207,630千円

現金及び現金同等物    2,207,630千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　4,600千株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　 11千株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　 (1)  配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 45,886 10 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金

 (2)  基準日が当連結会計年度の開始の日から当第２四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力

発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成20年11月５日

取締役会
普通株式 39,001 8.5 平成20年９月30日 平成20年12月３日 利益剰余金

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　当社グループでは、三菱電機グループ製品の販売を主としており、製品の種類・性質・販売市場等の類似性から

判断して、事業の種類別セグメントは記載しておりません。

【所在地別セグメント情報】

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略しております。

【海外売上高】

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しております。

　

（有価証券関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、当社グループの事業運営において重要性が乏しいた

め、記載しておりません。

　

（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額      1,565円61銭 １株当たり純資産額 1,549円60銭

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   36円62銭

 　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額   18円67銭

 　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純利益（千円） 168,028 85,652

普通株主に帰属しない金額（千円） －　 －　

普通株式に係る四半期純利益（千円） 168,028 85,652

期中平均株式数（千株） 4,588 4,588

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

　

２【その他】

　平成20年11月５日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………39,001千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………８円50銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成20年12月３日

　（注）　平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　平成20年11月６日

萬世電機株式会社　

取締役会　御中 　

　監査法人トーマツ　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中西　　清　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 尾仲　伸之　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている萬世電機株式会社の

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、萬世電機株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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