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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71期

第１四半期連結
累計期間

第72期
第１四半期連結

累計期間
第71期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年６月30日

自平成29年４月１日
至平成29年６月30日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （千円） 4,563,494 4,766,137 21,392,965

経常利益 （千円） 26,899 110,809 517,575

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 2,350 69,797 342,625

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △35,971 90,839 431,611

純資産額 （千円） 9,779,768 10,255,789 10,206,150

総資産額 （千円） 16,694,544 17,391,216 18,159,187

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 0.51 15.25 74.84

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 （％） 58.6 59.0 56.2

 

（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１四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１四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１四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１四半期連結会計期間末における資産合計は173億91百万円（前連結会計年度末比７億67百万円減）となり

ました。これは主に受取手形及び売掛金が７億19百万円減少したことによるものです。

　負債合計は71億35百万円（同比８億17百万円減）となりました。これは主に支払手形及び買掛金が４億51百万

円、未払法人税等が１億64百万円減少したことによるものです。

　純資産合計は102億55百万円（同比49百万円増）となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益

の計上69百万円、配当金の支払額41百万円により利益剰余金が28百万円、その他有価証券評価差額金が21百万円

増加したことによるものです。
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（2）経営成績

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済の回復に伴う企業収益の改善を背景に設備投資が

持ち直すなど、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、生産設備関連での設備投資需要は回復傾向で推移しました。

　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１四半期連結累計期間の業績は、売上高47億66百万円（前年同期比4.4％増）、営業利益

１億７百万円（同比294.2％増）、経常利益１億10百万円（同比311.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利

益69百万円（同比2,869.9％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）

　電気機器につきましては、機械装置向け需要が堅調に推移し増加しました。産業用システムにつきましては、

重電機器の大口案件が減少しました。この結果、部門全体では売上高23億77百万円（前年同期比6.0％減）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、産業機器向け需要が増加しました。情報通信機器につきましては、パソコン及

び周辺機器が増加しました。この結果、部門全体では売上高13億90百万円（前年同期比23.3％増）となりまし

た。

 

（設備機器）

　設備機器につきましては、ビル、工場、物流設備向けに冷熱機器、ＬＥＤ照明及び関連工事が増加しました。

この結果、部門全体では売上高９億60百万円（前年同期比10.0％増）となりました。

 

（太陽光発電）

　太陽光発電につきましては、概ね想定どおりに発電し、売上高38百万円（前年同期比17.5％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１四半期連結累計期間において、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【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１四半期会計期間末現在

発行数（株）
(平成29年６月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成29年８月10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29年４月１日～

平成29年６月30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１四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29年６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   22,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,560,000 4,560 －

単元未満株式 普通株式　　18,000 － －

発行済株式総数 　　　　 4,600,000 － －

総株主の議決権 － 4,560 －

 

②【自己株式等】

平成29年６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５号
22,000 － 22,000 0.48

計 － 22,000 － 22,000 0.48

 

 

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１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30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29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,565,240 5,466,763

受取手形及び売掛金 8,175,351 7,455,954

商品 776,997 902,507

繰延税金資産 83,966 47,007

未収入金 228,013 167,335

その他 27,074 47,304

貸倒引当金 △4,083 △3,720

流動資産合計 14,852,560 14,083,153

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,616,625 1,600,807

機械及び装置（純額） 599,309 588,434

土地 113,613 113,613

建設仮勘定 471 458

その他（純額） 20,768 21,175

有形固定資産合計 2,350,787 2,324,488

無形固定資産 50,054 47,288

投資その他の資産   

投資有価証券 794,066 825,845

その他 127,958 126,384

貸倒引当金 △16,240 △15,943

投資その他の資産合計 905,784 936,286

固定資産合計 3,306,627 3,308,063

資産合計 18,159,187 17,391,216
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,870,368 5,418,844

短期借入金 381,676 350,000

未払法人税等 179,488 14,762

賞与引当金 152,215 74,936

役員賞与引当金 28,882 7,103

その他 463,736 397,483

流動負債合計 7,076,367 6,263,130

固定負債   

繰延税金負債 578,929 581,716

役員退職慰労引当金 106,200 105,550

退職給付に係る負債 53,528 49,049

資産除去債務 65,410 65,606

その他 72,600 70,374

固定負債合計 876,668 872,297

負債合計 7,953,036 7,135,427

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 8,092,476 8,121,072

自己株式 △13,965 △13,965

株主資本合計 9,922,070 9,950,667

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 274,057 295,855

為替換算調整勘定 △422 △624

退職給付に係る調整累計額 10,444 9,890

その他の包括利益累計額合計 284,080 305,121

純資産合計 10,206,150 10,255,789

負債純資産合計 18,159,187 17,391,216
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 4,563,494 4,766,137

売上原価 3,995,912 4,113,288

売上総利益 567,581 652,848

販売費及び一般管理費 540,401 545,699

営業利益 27,179 107,149

営業外収益   

受取利息 780 164

受取配当金 7,672 7,868

その他 5,552 2,310

営業外収益合計 14,004 10,343

営業外費用   

支払利息 609 630

売上割引 3,417 3,464

為替差損 9,790 2,113

その他 468 474

営業外費用合計 14,285 6,683

経常利益 26,899 110,809

特別損失   

投資事業組合清算損 11,231 -

特別損失合計 11,231 -

税金等調整前四半期純利益 15,667 110,809

法人税、住民税及び事業税 1,194 10,513

法人税等調整額 12,123 30,498

法人税等合計 13,317 41,012

四半期純利益 2,350 69,797

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,350 69,797
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期純利益 2,350 69,797

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34,740 21,797

為替換算調整勘定 △4,013 △202

退職給付に係る調整額 432 △553

その他の包括利益合計 △38,321 21,041

四半期包括利益 △35,971 90,839

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △35,971 90,839

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四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１四半

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１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

減価償却費 32,822千円 32,760千円

 

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30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28年６月29日

定時株主総会
普通株式 41,200 9 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30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29年６月29日

定時株主総会
普通株式 41,200 9 平成29年３月31日 平成29年６月30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１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年６月30日）

１．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 太陽光発電 計

売上高        

外部顧客への売上高 2,530,102 1,127,733 873,282 32,375 4,563,494 - 4,563,494

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - - - - - -

計 2,530,102 1,127,733 873,282 32,375 4,563,494 - 4,563,494

セグメント利益又は損失

（△）（営業利益）
44,958 △24,985 4,880 18,198 43,052 △15,872 27,179

（注）セグメント利益又は損失の調整額は、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１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年６月30日）

１．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 太陽光発電 計

売上高        

外部顧客への売上高 2,377,296 1,390,503 960,304 38,032 4,766,137 - 4,766,137

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - - - - - -

計 2,377,296 1,390,503 960,304 38,032 4,766,137 - 4,766,137

セグメント利益（営業利益） 77,687 10,588 10,054 23,889 122,220 △15,070 107,149

（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。
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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１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 ０円51銭 15円25銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
2,350 69,797

普通株主に帰属しない金額（千円） - -

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（千円）
2,350 69,797

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,577 4,577

（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】

　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

14/16



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29年８月３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 尾仲　　伸之　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩淵　　貴史　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29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成
29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６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、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29年６月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第１四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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