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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３四半期連結
累計期間

第63期
第３四半期連結
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12月31日

自平成20年10月１日
至平成20年12月31日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（千円） 19,804,586 6,075,859 27,949,511

経常利益（千円） 349,950 26,948 776,365

四半期（当期）純利益（千円） 177,055 9,027 392,239

純資産額（千円） － 7,128,995 7,110,542

総資産額（千円） － 16,185,885 16,264,678

１株当たり純資産額（円） －           1,553円69銭 　 1,549円60銭

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
    38円59銭　     1円97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（％） － 44.0 43.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,020,408 － 303,069

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△213,287 － △29,072

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△85,033 － △299,394

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（千円）
－ 2,994,358 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３四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３四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12月31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12月31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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
　　至　平成20年12月31日）

電気機器（千円） 1,978,866

電子デバイス・情報通信機器（千円） 1,913,428

設備機器（千円） 969,552

産業機械・その他（千円） 290,505

合計（千円） 5,152,352

（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
　　至　平成20年12月31日）

電気機器（千円） 2,328,345

電子デバイス・情報通信機器（千円） 2,182,788

設備機器（千円） 1,238,342

産業機械・その他（千円） 326,383

合計（千円） 6,075,859

（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３四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３四半期連結会計期間末における資産合計は161億85百万円（前連結会計年度末比78百万円減）となりまし

た。

　流動資産は142億２百万円（同比44百万円減）となりました。これは主に現金及び預金は７億14百万円、たな卸資

産は64百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が６億39百万円、未収入金が２億11百万円減少したことによる

ものです。固定資産は19億82百万円（同比34百万円減）となりました。これは主に投資有価証券が45百万円減少し

たことによるものです。

 

（負債）

　負債合計は90億56百万円（同比97百万円減）となりました。

　流動負債は86億62百万円（同比１億14百万円減）となりました。これは主に未払法人税等が１億85百万円減少し

たことによるものです。

 

（純資産）

　純資産合計は71億28百万円（同比18百万円増）となりました。これは主に利益剰余金が92百万円増加し、その他

有価証券評価差額金が69百万円減少したことによるものです。

 

（キャッシュ・フローの状況）

　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の残高は29億94百万円（第２四半期連結会計期間末

比７億86百万円増）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９億39百万円となりました。これは主にたな卸資産の減少により資金が１億80百

万円、仕入債務の増加により資金が８億86百万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１億９百万円となりました。これは主に有価証券の取得のために資金を98百万円

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）

　財務活動により使用した資金は39百万円となりました。これは主に配当金の支払のために資金を39百万円使用し

たことによるものです。
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（2）経営成績

　当第３四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、円高の進行、個人消費の低迷により企業収

益が悪化し、生産の低迷、雇用の不安定化を招くなど、景気が急速に後退しました。

　当社グループの関連する業界につきましては、これまで好調であった鉄鋼関連産業の需要は鈍化し、また精密機

械産業では、生産調整の動きが強まりました。

　このような状況の中、当社グループは、取扱商材の拡大、新規顧客の開拓に努めてまいりました。

　その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は60億75百万円、営業利益は１億３百万円、経常利益は26百万円、

四半期純利益は９百万円となりました。

 

　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23億28百万円

　電気機器につきましては、公共案件向けにコントローラは堅調に推移しましたが、これまで堅調に推移してきた

海外液晶メーカー向け駆動制御及びコントローラが鈍化しました。配電制御機器につきましては、建築設備投資の

低迷を受け、低調に推移しました。

 

（電子デバイス・情報通信機器）　売上高21億82百万円

　半導体・デバイスにつきましては、鉄道車両向けパワーデバイスは堅調に推移しましたが、全般的に厳しい状況

が続きました。情報通信機器につきましては、情報化投資需要が低迷しておりますが、アミューズメント向けにＦ

Ａパソコンが伸長しました。

 

（設備機器）　　　　　　　　　　売上高12億38百万円

　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、改修工事需要が活発で、業務用空調

機、冷凍・冷蔵ショーケースなどの冷熱機器及び関連工事が堅調に推移しました。住設機器につきましては、家庭

用エアコン及び換気扇需要が低迷し、昇降機につきましても受注が減少しました。

 

（産業機械・その他）　　　　　　売上高３億26百万円

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

及び自動車関連の需要が鈍化し、重電機器その他は低調に推移しました。

 

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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３四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。

 

EDINET提出書類

萬世電機株式会社(E02875)

四半期報告書

 7/21



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３四半期会計期間末現在

発行数（株）
(平成20年12月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成21年２月13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

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単元

株式数は1,000株であり

ます。

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10月１日～

平成20年12月31日
－ 4,600,000 － 1,005,000 － 838,560

 

(5)【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6)【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

 

①【発行済株式】

 平成20年12月31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　　 － 単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,568,000 4,568同上

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12月31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 10月 11月 12月

最高（円） 860 730 719 710 650 620 560 495 493

最低（円） 700 700 700 690 620 620 471 490 492

　（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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,994,358 2,279,403

受取手形及び売掛金 ※3
 9,918,618

※3
 10,558,482

商品 925,678 861,605

繰延税金資産 110,599 110,598

未収入金 202,397 414,253

その他 54,238 26,360

貸倒引当金 △2,975 △3,167

流動資産合計 14,202,914 14,247,536

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 179,214

※1
 186,739

土地 165,074 165,074

その他（純額） ※1
 21,428

※1
 24,688

有形固定資産合計 365,717 376,502

無形固定資産 63,534 88,140

投資その他の資産

投資有価証券 1,286,625 1,332,077

繰延税金資産 167,301 132,671

その他 121,627 109,830

貸倒引当金 △21,835 △22,079

投資その他の資産合計 1,553,718 1,552,499

固定資産合計 1,982,970 2,017,141

資産合計 16,185,885 16,264,678

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 7,661,887

※3
 7,351,255

短期借入金 ※2
 580,000

※2
 580,000

未払法人税等 134 186,101

賞与引当金 95,468 －

役員賞与引当金 20,453 27,000

その他 304,646 632,268

流動負債合計 8,662,590 8,776,625

固定負債

退職給付引当金 148,357 143,506

役員退職慰労引当金 180,900 170,800

その他 65,042 63,204

固定負債合計 394,299 377,511

負債合計 9,056,889 9,154,136
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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 5,334,125 5,241,957

自己株式 △7,055 △6,910

株主資本合計 7,170,629 7,078,606

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △30,371 39,129

為替換算調整勘定 △11,262 △7,193

評価・換算差額等合計 △41,634 31,935

純資産合計 7,128,995 7,110,542

負債純資産合計 16,185,885 16,264,678
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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）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 19,804,586

売上原価 17,377,455

売上総利益 2,427,130

販売費及び一般管理費 ※1
 1,949,973

営業利益 477,157

営業外収益

受取利息 22,255

受取配当金 11,070

投資事業組合運用益 10,329

その他 6,672

営業外収益合計 50,327

営業外費用

支払利息 6,774

売上割引 11,074

為替差損 36,958

有価証券評価損 120,658

その他 2,069

営業外費用合計 177,534

経常利益 349,950

特別利益

固定資産売却益 86

特別利益合計 86

特別損失

固定資産売却損 93

固定資産除却損 425

特別損失合計 518

税金等調整前四半期純利益 349,517

法人税、住民税及び事業税 172,461

法人税等合計 172,461

四半期純利益 177,055

EDINET提出書類

萬世電機株式会社(E02875)

四半期報告書

13/21



【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 6,075,859

売上原価 5,332,364

売上総利益 743,495

販売費及び一般管理費 ※1
 640,210

営業利益 103,284

営業外収益

受取利息 2,275

受取配当金 3,115

その他 1,700

営業外収益合計 7,091

営業外費用

支払利息 2,246

売上割引 3,525

為替差損 40,655

有価証券評価損 35,441

その他 1,559

営業外費用合計 83,427

経常利益 26,948

特別利益

固定資産売却益 86

特別利益合計 86

特別損失

固定資産売却損 93

固定資産除却損 395

特別損失合計 489

税金等調整前四半期純利益 26,545

法人税、住民税及び事業税 17,518

法人税等合計 17,518

四半期純利益 9,027
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20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 349,517

減価償却費 46,455

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,851

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,547

賞与引当金の増減額（△は減少） 95,468

未払賞与の増減額（△は減少） △191,151

受取利息及び受取配当金 △33,325

支払利息 6,774

為替差損益（△は益） 9,228

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） 120,658

売上債権の増減額（△は増加） 637,597

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,969

仕入債務の増減額（△は減少） 526,171

その他 △166,252

小計 1,334,256

利息及び配当金の受取額 34,435

利息の支払額 △5,657

法人税等の支払額 △342,625

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,020,408

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 △14,367

有形固定資産の売却による収入 213

無形固定資産の取得による支出 △2,945

有価証券の取得による支出 △423,954

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 41,310

その他 △12,098

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,287

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 △84,888

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,033

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 714,954

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
 2,994,358
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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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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ありません。

 

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．税金費用の計算 　税金費用については、当第３四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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間

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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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

619,835千円

*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３四半期連

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

*3．第３四半期連結会計期間末日満期手形

　　第３四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当第３四半期連結会計期間の末日は金融機関の

休日であったため、次の第３四半期連結会計期間末日

満期手形が第３四半期連結会計期間末残高に含まれて

おります。

*3.       　　　　―――――――― 

受取手形 473,268千円

支払手形 136,565千円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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 684,218千円

配送保管費 224,609千円

福利厚生費 193,741千円

退職給付費用 60,753千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,100千円

賞与引当金繰入額 89,763千円

役員賞与引当金繰入額 20,453千円

減価償却費 46,455千円

 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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 226,010千円

配送保管費 73,577千円

福利厚生費 65,446千円

退職給付費用 20,632千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,500千円

賞与引当金繰入額 89,763千円

役員賞与引当金繰入額 6,953千円

減価償却費 15,977千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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 2,994,358千円

現金及び現金同等物 2,994,358千円

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31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

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

 (2)  基準日が当連結会計年度の開始の日から当第３四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３四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年12月31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。
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（有価証券関係）

　当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31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３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引は、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。

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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           1,553円69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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額     38円59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     1円97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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益（千円） 177,055 9,027

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） 177,055 9,027

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または記録された株主に対し、支払いを行いました。 
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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。

 

EDINET提出書類

萬世電機株式会社(E02875)

四半期報告書

20/21



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 平成21年２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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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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