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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68期

第３四半期連結
累計期間

第69期
第３四半期連結

累計期間
第68期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （千円） 14,730,907 16,025,445 20,406,250

経常利益 （千円） 359,069 511,448 541,837

四半期（当期）純利益 （千円） 250,588 1,645,435 378,605

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 294,262 1,754,853 397,049

純資産額 （千円） 7,791,482 9,581,968 7,902,086

総資産額 （千円） 15,096,687 19,480,400 14,728,446

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 54.64 358.86 82.56

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 （％） 51.6 49.2 53.7

 

回次
第68期

第３四半期連結
会計期間

第69期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成25年10月１日
至平成25年12月31日

自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 11.44 316.66

 

（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。

 

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（当社及び当社の連結子会社）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】

　当社は、平成26年12月15日開催の取締役会において、次のとおり固定資産を譲渡することを決定いたしました。

（1）譲渡の理由

　新本社社屋建設に伴い、現本社社屋の活用を図るため譲渡することといたしました。

 

（2）譲渡資産の内容

資産の名称及び所在地 譲渡価額 帳簿価額 譲渡益 現況

本社

大阪市福島区福島7-15-30

　土地：1,492.84㎡

　建物：4,201.99㎡

－ － 約20億円 本社事務所

　※譲渡価額、帳簿価額につきましては、譲渡先との取り決めにより公表を控えさせていただきます。

 

（3）譲渡先の概要

　譲渡先につきましては、譲渡先との取り決めにより公表を控えさえていただきます。なお、譲渡先と当社と

の間には資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者として特記すべき事項はありません。

 

（4）譲渡の日程

取締役会決議日 平成26年12月15日

売買契約締結日 平成26年12月15日

物件引渡期日 平成26年12月15日

 

 

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194億80百万円（前連結会計年度末比47億51百万円増）となり

ました。これは主に現金及び預金が27億73百万円、受取手形及び売掛金が10億21百万円増加したことによるもの

です。

　負債合計は98億98百万円（同比30億72百万円増）となりました。これは主に支払手形及び買掛金が23億84百万

円、繰延税金負債が７億14百万円増加したことによるものです。

　純資産合計は95億81百万円（同比16億79百万円増）となりました。これは主に利益剰余金が15億71百万円増加

したことによるものです。

 

EDINET提出書類

萬世電機株式会社(E02875)

四半期報告書

 3/17



（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、消費税率の引上げに伴う駆け込み需要の反動や円安による

原材料価格の上昇等の懸念材料もありましたが、経済政策や金融緩和策により企業収益や雇用情勢が改善し、国

内景気は緩やかな回復基調で推移しました。

　当社グループの関連する業界につきましては、企業収益の向上を背景に設備投資に回復の兆しが表れてきまし

た。

　このような状況の中、当社グループは既存顧客との関係強化、新規顧客の開拓、取扱商材の拡大に努めてまい

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160億25百万円（前年同期比8.8％増）、販売費及

び一般管理費の増加があったものの、売上が伸長したことにより営業利益４億77百万円（同比37.4％増）、経常

利益５億11百万円（同比42.4％増）、固定資産売却益を特別利益に計上したことにより四半期純利益16億45百万

円（同比556.6％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）

　電気機器・産業用システムにつきましては、受配電用電機品が堅調に推移し、また国内製造業などでの設備更

新の増加や大型案件によりＦＡ機器、重電機器が伸長しました。この結果、部門全体では売上高85億82百万円

（前年同期比22.2％増）となりました。

 

（電子デバイス・情報通信機器）

　電子デバイスにつきましては、マイコン、パワー半導体が伸長しました。情報通信機器につきましては、ア

ミューズメント向け案件が剥落しました。この結果、部門全体では売上高42億86百万円（前年同期比20.3％減）

となりました。

 

（設備機器）

　設備機器につきましては、新築・リニューアル需要が増加し、業務用空調機及び関連工事が伸長しました。こ

の結果、部門全体では売上高31億34百万円（前年同期比34.6％増）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。

 

（5）主要な設備

　前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当第３四半期連結累計期間に完成した

ものは、次のとおりであります。

 

会社名

事業所名
所在地

セグメント

の名称
設備の内容

総投資額

（千円）

資金調達

方法
完了年月

日本原ソーラー

エナジー㈱

日本原太陽光発電所

岡山県

津山市
その他 太陽光発電 704,893

提出会社

からの

借入金

平成26年10月

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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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26年12月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成27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
東京証券取引所

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26年10月１日～

平成26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26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   16,000 －

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 4,562,000 4,562 同上

単元未満株式 普通株式   22,000 － 同上

発行済株式総数          4,600,000 － －

総株主の議決権 － 4,562 －

 

②【自己株式等】

平成26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
16,000 － 16,000 0.3

計 － 16,000 － 16,000 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26年10月１日から平

成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,713,056 6,486,770

受取手形及び売掛金 7,829,234 ※ 8,850,358

商品 582,339 1,102,344

繰延税金資産 84,748 72,528

未収入金 570,542 479,530

その他 32,816 113,288

貸倒引当金 △6,263 △4,417

流動資産合計 12,806,473 17,100,403

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 121,335 22,786

機械及び装置（純額） － 660,941

土地 129,650 113,613

建設仮勘定 118,800 －

その他（純額） 8,758 7,221

有形固定資産合計 378,544 804,562

無形固定資産 19,686 11,201

投資その他の資産   

投資有価証券 1,059,971 1,135,051

繰延税金資産 46,584 －

その他 442,659 446,594

貸倒引当金 △25,472 △17,411

投資その他の資産合計 1,523,743 1,564,233

固定資産合計 1,921,973 2,379,997

資産合計 14,728,446 19,480,400
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,462,286 ※ 7,847,076

短期借入金 354,257 350,000

未払法人税等 158,708 122,615

賞与引当金 154,169 73,570

役員賞与引当金 25,000 20,310

その他 235,122 504,742

流動負債合計 6,389,544 8,918,314

固定負債   

役員退職慰労引当金 248,200 76,125

退職給付に係る負債 119,041 105,865

繰延税金負債 － 714,138

資産除去債務 － 12,485

その他 69,574 71,503

固定負債合計 436,816 980,117

負債合計 6,826,360 9,898,432

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 5,886,043 7,457,403

自己株式 △8,398 △9,295

株主資本合計 7,721,204 9,291,667

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 179,738 281,901

為替換算調整勘定 △6,993 1,971

退職給付に係る調整累計額 8,136 6,428

その他の包括利益累計額合計 180,881 290,300

純資産合計 7,902,086 9,581,968

負債純資産合計 14,728,446 19,480,400
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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25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

売上高 14,730,907 16,025,445

売上原価 12,818,548 13,912,805

売上総利益 1,912,359 2,112,639

販売費及び一般管理費 1,565,129 1,635,425

営業利益 347,229 477,214

営業外収益   

受取利息 12,694 14,700

受取配当金 7,877 11,178

受取保険金 － 10,400

為替差益 10,026 11,039

その他 4,247 3,847

営業外収益合計 34,846 51,166

営業外費用   

支払利息 2,953 1,992

売上割引 9,698 11,128

投資事業組合運用損 7,616 646

開業費 － 1,845

その他 2,737 1,318

営業外費用合計 23,007 16,931

経常利益 359,069 511,448

特別利益   

固定資産売却益 5,747 2,047,341

投資有価証券売却益 － 115

投資有価証券償還益 59,911 44,503

特別利益合計 65,658 2,091,960

特別損失   

固定資産除却損 192 449

倉庫移転費用 － 1,516

特別損失合計 192 1,965

税金等調整前四半期純利益 424,535 2,601,442

法人税、住民税及び事業税 126,337 241,286

法人税等調整額 47,608 714,721

法人税等合計 173,946 956,007

少数株主損益調整前四半期純利益 250,588 1,645,435

四半期純利益 250,588 1,645,435
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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25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 250,588 1,645,435

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 40,072 102,162

為替換算調整勘定 3,600 8,964

退職給付に係る調整額 － △1,708

その他の包括利益合計 43,673 109,418

四半期包括利益 294,262 1,754,853

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 294,262 1,754,853

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　退職給付に関する会計基準等の適用

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、計算に用いる

割引率を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期

間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率に変更しております。

　これに伴う当第３四半期連結累計期間の期首の利益剰余金及び当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。また、セグメント情報に与える影響もありません。

 

 

（追加情報）

　連結納税制度の適用

　当社及び一部の連結子会社は、第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。

 

 

（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。
 

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形 －千円 246,183千円

支払手形 －千円 134,844千円

 

 

（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25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

減価償却費 17,767千円 42,969千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25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25年６月27日

定時株主総会
普通株式 45,861 10 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

平成25年11月７日

取締役会
普通株式 36,689 8 平成25年９月30日 平成25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26年４月１日　至　平成26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26年６月27日

定時株主総会
普通株式 36,683 8 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

平成26年11月７日

取締役会
普通株式 36,683 8 平成26年９月30日 平成26年12月10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25年４月１日 至平成25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 7,023,343 5,378,246 2,329,318 14,730,907 － 14,730,907

セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － － －

計 7,023,343 5,378,246 2,329,318 14,730,907 － 14,730,907

セグメント利益（営業利益） 233,412 115,703 47,038 396,154 △48,924 347,229

（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26年４月１日 至平成26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
その他
(注1)

合計
調整額
(注2)

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 8,582,381 4,286,519 3,134,167 16,003,068 22,376 16,025,445 － 16,025,445

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － － － －

計 8,582,381 4,286,519 3,134,167 16,003,068 22,376 16,025,445 － 16,025,445

セグメント利益（営業利益） 345,226 34,098 145,541 524,867 9,585 534,452 △57,238 477,214

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に太陽光発電の事業

であります。

（注）２．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。
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（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25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

　１株当たり四半期純利益金額 54円64銭 358円86銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 250,588 1,645,435

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） 250,588 1,645,435

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,586 4,585

（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26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………………………………………36,683千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………８円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成26年12月10日

（注） 平成26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、支払いを行いました。

 

 

 

EDINET提出書類

萬世電機株式会社(E02875)

四半期報告書

15/17



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27年２月６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 三宅　　昇　　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26年４月１日から平成27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26年10月１日から平成
26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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26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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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