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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65期

第３四半期連結
累計期間

第66期
第３四半期連結
累計期間

第65期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年12月31日

自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 14,930,191 15,407,433 22,128,066

経常利益（千円） 150,565 248,756 275,843

四半期（当期）純利益（千円） 69,185 100,211 128,378

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
48,219 50,097 128,675

純資産額（千円） 7,009,965 7,094,546 7,090,311

総資産額（千円） 14,622,470 15,340,599 15,707,531

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
15円08銭　 21円85銭　 27円98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（％） 47.9 46.2 45.1

　

回次
第65期

第３四半期連結
会計期間

第66期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
4円88銭　 8円97銭　

　

（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。

４．第65期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「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、遡及処理しております。

　

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

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。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）財政状態

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は153億40百万円（前連結会計年度末比３億66百万円減）となり

ました。これは主に現金及び預金は４億12百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が４億２百万円、投資有価

証券が３億24百万円減少したことによるものです。　

　負債合計は82億46百万円（同比３億71百万円減）となりました。これは主に支払手形及び買掛金が１億53百万

円、未払法人税等が１億60百万円減少したことによるものです。

　純資産合計は70億94百万円（同比４百万円増）となりました。これは主にその他有価証券評価差額金は47百万円

減少しましたが、利益剰余金が54百万円増加したことによるものです。
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（2）経営成績

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の発生からサプライチェーンの建て直しが進む

につれ、国内生産も緩やかに回復し、景気の持ち直しの動きが見られました。一方で、電力供給の制約や欧州債務危

機を背景に円高が進行するなど、先行き不透明な状況が続きました。

　当社グループの関連する業界につきましても、震災や長引く円高の影響により経営環境は不透明さを増してお

り、国内設備投資は一部回復があるものの依然厳しい状況にあります。

　このような状況の中、当社グループは、商品調達及び供給の改善に努めると共に、既存顧客との関係強化、新規顧

客の開拓に努めてまいりました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高154億７百万円（前年同四半期比3.2％増）、営業利益

２億55百万円（同比78.6％増）、経常利益２億48百万円（同比65.2％増）、四半期純利益１億円（同比44.8％増）

となりました。

 

　各セグメントの状況は、次のとおりであります。

 

　電気機器・産業用システムにつきましては、ＦＡ機器や配電制御機器が底堅く推移し、また特高受変電設備の大

型案件の計上により、部門全体では前年同四半期比24.1％の増収となりました。

　電子デバイス・情報通信機器につきましては、パワー半導体が好調に推移しましたが、デジタル家電用電源向け

ＩＣが減少し、またアミューズメント向けＦＡパソコンは前年同期の大型案件が剥落し、部門全体では前年同四半

期比22.9％の減収となりました。

　設備機器につきましては、工場・ビル設備の新設・リニューアル案件の増加により業務用空調機などの冷熱機器

が伸長し、部門全体では前年同四半期比6.8％の増収となりました。

　

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）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【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23年12月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成24年2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

単元株式数

1,000株　

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)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

(5) 【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23年10月１日～

平成23年12月31日
－ 4,600,000 － 1,005,000 － 838,560
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23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  　13,000 －

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

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,566,000 4,566 同上

単元未満株式 普通株式  　21,000 － 同上

発行済株式総数 4,600,000 － －

総株主の議決権 － 4,566 －

 

②【自己株式等】

 平成23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
13,000 － 13,000 0.3

計 － 13,000 － 13,000 0.3

　　

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【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）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、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,138,285 3,550,465

受取手形及び売掛金 9,210,645 ※
 8,808,464

商品 700,483 867,565

繰延税金資産 100,727 40,812

未収入金 598,988 393,325

その他 25,608 69,553

貸倒引当金 △14,737 △15,855

流動資産合計 13,760,001 13,714,333

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 152,404 143,117

土地 165,074 165,074

その他（純額） 13,279 9,745

有形固定資産合計 330,758 317,936

無形固定資産 46,427 39,594

投資その他の資産

投資有価証券 1,137,473 813,410

繰延税金資産 66,793 88,718

その他 401,796 394,240

貸倒引当金 △35,720 △27,633

投資その他の資産合計 1,570,343 1,268,735

固定資産合計 1,947,529 1,626,266

資産合計 15,707,531 15,340,599
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,280,670 ※
 7,127,525

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 160,356 －

賞与引当金 158,254 71,134

役員賞与引当金 22,000 16,000

その他 241,225 280,929

流動負債合計 8,212,507 7,845,588

固定負債

退職給付引当金 156,619 152,728

役員退職慰労引当金 187,600 186,825

その他 60,493 60,910

固定負債合計 404,712 400,464

負債合計 8,617,219 8,246,053

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 5,237,286 5,291,635

自己株式 △7,867 △7,867

株主資本合計 7,072,978 7,127,327

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 32,282 △14,773

為替換算調整勘定 △14,949 △18,007

その他の包括利益累計額合計 17,333 △32,781

純資産合計 7,090,311 7,094,546

負債純資産合計 15,707,531 15,340,599
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 14,930,191 15,407,433

売上原価 13,225,141 13,529,833

売上総利益 1,705,050 1,877,600

販売費及び一般管理費 1,561,682 1,621,611

営業利益 143,367 255,988

営業外収益

受取利息 8,735 3,160

受取配当金 6,635 7,903

助成金収入 8,327 －

その他 12,723 5,469

営業外収益合計 36,422 16,533

営業外費用

支払利息 3,398 2,342

売上割引 9,124 9,460

為替差損 10,157 3,022

投資事業組合運用損 5,148 4,052

開業費 － 3,777

その他 1,394 1,109

営業外費用合計 29,224 23,764

経常利益 150,565 248,756

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,653 －

投資有価証券売却益 － 8,206

特別利益合計 2,653 8,206

特別損失

固定資産除却損 374 113

投資有価証券評価損 － 45,037

投資有価証券売却損 － 265

特別損失合計 374 45,415

税金等調整前四半期純利益 152,845 211,547

法人税、住民税及び事業税 41,053 37,041

法人税等調整額 42,606 74,293

法人税等合計 83,659 111,335

少数株主損益調整前四半期純利益 69,185 100,211

四半期純利益 69,185 100,211
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【四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 69,185 100,211

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,823 △47,056

為替換算調整勘定 △5,142 △3,058

その他の包括利益合計 △20,965 △50,114

四半期包括利益 48,219 50,097

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 48,219 50,097

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※  四半期連結会計期間末日満期手形

  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、当四

半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間

末日残高に含まれております。
  

受取手形 276,102千円

支払手形 160,877
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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に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結

累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

減価償却費 26,821千円 22,011千円

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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）

　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22年６月29日

定時株主総会
普通株式 22,942 5 平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金

平成22年11月４日

取締役会
普通株式 13,762 3 平成22年９月30日平成22年12月10日利益剰余金

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　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23年６月29日

定時株主総会
普通株式 32,104 7 平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

平成23年11月７日

取締役会
普通株式 13,758 3 平成23年９月30日平成23年12月９日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第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）

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

　 （単位：千円）

 

報告セグメント

調整額(注)
四半期連結損
益計算書計上

額

電気機器・産
業用システム

　

電子デバイ
ス・情報通
信機器　

設備機器　 計

売上高       

外部顧客への売上高   6,722,2315,732,7252,475,234
 14,930,191

　
－ 14,930,191

セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － － －

計   6,722,231  5,732,725  2,475,234 14,930,191－ 14,930,191

セグメント利益（営業利益）    104,17878,402     5,275    187,857　 △44,489    143,367

（注）セグメント利益の調整額は、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。　

 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。　　　

　　　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日）

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

　 （単位：千円）

 

報告セグメント

調整額(注)
四半期連結損
益計算書計上

額

電気機器・産
業用システム

　

電子デバイ
ス・情報通
信機器　

設備機器　 計

売上高       

外部顧客への売上高 8,345,2654,419,2782,642,88915,407,433－ 15,407,433
セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － － －

計 8,345,2654,419,2782,642,88915,407,433－ 15,407,433

セグメント利益（営業利益） 243,68424,19946,963314,847△58,859255,988

（注）セグメント利益の調整額は、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。　

 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。　　　

　　　　　　

EDINET提出書類

萬世電機株式会社(E02875)

四半期報告書

14/17



（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

　１株当たり四半期純利益金額 15円08銭 21円85銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 69,185 100,211

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金額（千円） 69,185 100,211

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,587 4,586

（注）　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。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

 

２【その他】

　平成23年11月７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）配当金の総額………………………………………13,758千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………３円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年12月９日

（注）  平成23年９月30日現在の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24年２月８日

萬世電機株式会社 

取締役会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 辻内　　章　　印

 
指定有限責任社員
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23年４月１日から平成24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23年10月１日から平成
23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、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四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
　四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　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23年12月31日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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。
　
利害関係
　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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