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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】

連結経営指標等

　

回次
第100期
第３四半期
連結累計期間

第100期
第３四半期
連結会計期間

第99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 (百万円) 45,672 14,736 63,849

経常利益 (百万円) 917 198 2,262

四半期（当期）純利益 (百万円) 180 59 1,541

純資産額 (百万円) ― 28,239 28,738

総資産額 (百万円) ― 66,094 70,892

１株当たり純資産額 (円) ― 579.99 589.25

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 3.76 1.24 32.03

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 42.2 40.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,252 ― 3,192

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △634 ― △3,800

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △572 ― △2,615

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) ― 11,107 11,063

従業員数 (人) ― 2,006 1,970

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が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、当グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

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）
2,006
(110)

(注) 従業員数は就業人員数（当グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当グループへの出向者を

含む。）であり、臨時従業員数は（　）内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。な

お、臨時従業員には、季節工及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数（人） 749

(注) 従業員数は就業人員数（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。）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) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円）

電力機器 5,990

回転機 7,550

合計 13,540

（注）１　金額は、販売価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注状況

当第３四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

電力機器 6,095 2,024

回転機 8,101 2,964

合計 14,196 4,988

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(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の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円）

電力機器 6,268

回転機 8,467

合計 14,736

（注）１　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
当第３四半期連結会計期間

販売高（百万円） 割合（％）

中部電力㈱ 3,448 23.4

　

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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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は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退懸念

が顕在化する中で、需要の減少や円高などから、企業収益が大幅に減少し、景気は急速に悪化しております。

このような状況のもと、当グループの事業の種類別セグメントの売上高は以下の通りとなりました。

電力機器部門につきましては、主要顧客である電力会社の設備投資が堅調に推移し、制御機器や海外向け

プラント工事が増加したことから、売上高は62億６千８百万円となり、前年同期に比べ26.6％の増加となり

ました。

回転機部門につきましては、海外子会社の小形モータが増加しましたが、プリント配線板や国内向け小形

モータが大幅に減少し、売上高は84億６千７百万円となり、前年同期に比べ13.4％の減少となりました。

この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高につきましては、147億３千６百万円となり、前年同期に比

べ0.1％の増加となりました。

利益面につきましては、生産性の向上や諸経費の削減など原価低減に努めてまいりましたが、回転機部門

における売上高の減少に加え、減価償却費の増加の影響もあり、営業利益は９千３百万円と前年同期に比べ

79.6％の減少、経常利益は１億９千８百万円と前年同期に比べ62.5％の減少となりました。また、四半期純

利益は、５千９百万円と前年同期に比べ84.9％の減少となりました。

　
※前年同期増減率は、参考として記載しております。

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べ47億９千７百万円減少し、660

億９千４百万円となりました。

流動資産は、407億４千３百万円と前連結会計年度末と比べ30億５千万円減少しました。これは主に、受取

手形及び売掛金が30億６百万円減少したことによります。固定資産は、253億５千万円と前連結会計年度末

と比べ17億４千７百万円減少しました。これは主に、有形固定資産が８億３千１百万円、投資その他の資産

が９億２千３百万円減少したことによります。

流動負債は、238億２千１百万円と前連結会計年度末と比べ20億４千５百万円減少しました。これは主に、

支払手形及び買掛金が28億９千２百万円減少したことによります。固定負債は、140億３千３百万円と前連

結会計年度末と比べ22億５千３百万円減少しました。これは主に、長期借入金が19億５千８百万円減少した

ことによります。

純資産は、282億３千９百万円と前連結会計年度末と比べ４億９千８百万円減少しました。

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ2.2ポイント増加し、42.2％となりました。

(3) 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連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、

第２四半期連結会計期間末と比べ11億５千４百万円増加し、111億７百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における営業活動によって得られた資金は、２億７千９百万円となりまし

た。これは主に、売上債権の増加額２億２千３百万円などの資金の減少に対し、仕入債務の増加額５億２

千２百万円などの資金の増加があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における投資活動によって得られた資金は、６億６千３百万円となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得に７億２千１百万円支出したものの投資有価証券及びその他投資等

の売却により10億１千１百万円の収入があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における財務活動によって得られた資金は、２億１千２百万円となりまし

た。これは主に、有利子負債の増加額３億４千８百万円によるものであります。
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(4) 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、当グループ（当社及び連結子会社）の事業上及び財務上の対処す

べき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は８千万円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等の計画に変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。な

お、前四半期連結会計期間末に計画中であった設備計画のうち、当第３四半期連結会計期間に完了したも

のは、以下のとおりであります。

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容
投資額
（百万円）

完了年月

蘇州愛知科技
有限公司

本社・工場
（中国江蘇省蘇州市）

回転機
工場新設（建物及
び生産設備等）

416平成20年12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 119,561,000

計 119,561,000

　

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 48,252,061 48,252,061
名古屋証券取引所
（市場第一部）

単元株式数1,000株

計 48,252,061 48,252,061 ― ―

　

(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
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成20年12月31日 ― 48,252 ― 4,053 ― 2,199

　

(5) 【大株主の状況】

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、実質株主が把握できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在の株主名簿により記載しております。

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）

（自己保有株式）
普通株式　　　92,000

― 単元株式数1,000株

（相互保有株式）
普通株式　　　79,000

― 同上

完全議決権株式（その他） 普通株式　47,887,000 47,887 同上

単元未満株式 普通株式 　　194,061 ― ―

発行済株式総数 48,252,061 ― ―

総株主の議決権 ― 47,887 ―

（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が19,000株（議決権19個）含

まれております。

　　２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が477株、相互保有株式が479株含まれておりま

す。

　

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(％)

愛知電機㈱ 春日井市愛知町１ 92,000 ― 92,000 0.19

愛知亜鉛鍍金㈱ 春日井市松河戸町4170 22,000 ― 22,000 0.04

愛知金属工業㈱ 春日井市大手田酉町３－13－18 55,000 ― 55,000 0.11

大垣電機㈱ 岐阜県養老郡養老町西岩道414 2,000 ― 2,000 0.00

計 ― 171,000― 171,000 0.35

　

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） 247 250 284 265 250 240 210 177 190

最低（円） 233 236 240 236 230 205 125 150 151

（注）株価は、名古屋証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
電力事業部副事業部長
兼電力営業部長
兼東北支社長

取締役
電力事業部副事業部長
兼電力営業部長

西見　敏男 平成21年２月７日
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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、監査法人朝見会計事務所により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：百万円）

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 11,232 11,188

受取手形及び売掛金 ※３
 16,810 19,816

有価証券 900 1,184

商品 397 462

製品 2,849 3,623

原材料 3,923 3,758

仕掛品 3,656 2,716

貯蔵品 345 295

繰延税金資産 81 90

その他 549 664

貸倒引当金 △1 △5

流動資産合計 40,743 43,794

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 7,912

※１
 8,231

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 3,825

※１
 4,558

工具、器具及び備品（純額） ※１
 696

※１
 756

土地 4,245 4,245

リース資産（純額） ※１
 295 －

建設仮勘定 504 520

有形固定資産合計 17,479 18,310

無形固定資産 118 111

投資その他の資産

投資有価証券 4,864 5,308

繰延税金資産 2,439 2,381

その他 569 1,103

貸倒引当金 △120 △117

投資その他の資産合計 7,752 8,675

固定資産合計 25,350 27,098

資産合計 66,094 70,892
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（単位：百万円）

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※３
 14,351 17,243

短期借入金 4,238 2,398

1年内返済予定の長期借入金 2,444 2,364

1年内償還予定の社債 250 250

未払費用 1,260 1,852

未払法人税等 277 420

その他 999 1,337

流動負債合計 23,821 25,867

固定負債

社債 － 250

長期借入金 5,844 7,803

繰延税金負債 98 104

退職給付引当金 7,043 7,374

役員退職慰労引当金 287 524

負ののれん 98 105

その他 660 124

固定負債合計 14,033 16,287

負債合計 37,855 42,154

純資産の部

株主資本

資本金 4,053 4,053

資本剰余金 2,199 2,199

利益剰余金 20,911 21,019

自己株式 △24 △23

株主資本合計 27,139 27,248

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 764 1,014

為替換算調整勘定 12 101

評価・換算差額等合計 776 1,116

少数株主持分 323 373

純資産合計 28,239 28,738

負債純資産合計 66,094 70,892
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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：百万円）

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 45,672

売上原価 40,959

売上総利益 4,713

販売費及び一般管理費 ※
 4,061

営業利益 651

営業外収益

受取利息 29

受取配当金 71

持分法による投資利益 183

負ののれん償却額 21

屑消耗品売却額 115

その他 113

営業外収益合計 535

営業外費用

支払利息 172

その他 96

営業外費用合計 268

経常利益 917

特別利益

投資有価証券売却益 6

貸倒引当金戻入額 2

その他 0

特別利益合計 8

特別損失

固定資産除却損 17

たな卸資産評価損 271

その他 60

特別損失合計 349

税金等調整前四半期純利益 577

法人税、住民税及び事業税 302

法人税等調整額 114

法人税等合計 416

少数株主損失（△） △20

四半期純利益 180
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

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 14,736

売上原価 13,299

売上総利益 1,437

販売費及び一般管理費 ※
 1,343

営業利益 93

営業外収益

受取利息 4

受取配当金 29

持分法による投資利益 66

負ののれん償却額 7

その他 70

営業外収益合計 177

営業外費用

支払利息 54

その他 18

営業外費用合計 73

経常利益 198

特別損失

投資有価証券評価損 13

その他 4

特別損失合計 18

税金等調整前四半期純利益 180

法人税、住民税及び事業税 20

法人税等調整額 101

法人税等合計 121

少数株主損失（△） △1

四半期純利益 59
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

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 577

減価償却費 1,870

負ののれん償却額 △21

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △330

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △237

投資有価証券評価損益（△は益） 40

ゴルフ会員権評価損 17

受取利息及び受取配当金 △100

支払利息 172

持分法による投資損益（△は益） △183

固定資産除却損 17

投資有価証券売却損益（△は益） △6

売上債権の増減額（△は増加） 3,195

たな卸資産の増減額（△は増加） △280

仕入債務の増減額（△は減少） △2,932

その他 △26

小計 1,767

利息及び配当金の受取額 104

持分法適用会社からの配当金の受取額 10

利息の支払額 △193

法人税等の支払額 △437

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入 285

有形固定資産の取得による支出 △1,804

有形固定資産の売却による収入 272

無形固定資産の取得による支出 △19

投資有価証券の取得による支出 △376

投資有価証券の売却による収入 515

投資その他の資産の増減額（△は増加） 491

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △634

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,839

長期借入れによる収入 200

長期借入金の返済による支出 △2,078

社債の償還による支出 △250

配当金の支払額 △276

その他 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △572

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 44

現金及び現金同等物の期首残高 11,063

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 11,107
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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）

会計処理基準に関する事項の変更

１　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

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）を

適用し、評価基準については、取得原価をもって貸借対照表価額とする原価法から、収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法による原価法に変更しております。

  なお、この変更に伴い、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ10百万円減少し、税金等調

整前四半期純利益は282百万円減少しております。

 

２　連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　なお、これに伴う損益に与える影響はありません。

 

３　リース取引に関する会計基準等の適用

第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　平成５年６月17日　最終改

正平成19年３月30日）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号　平成６年

１月18日　最終改正平成19年３月30日）を早期適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。ま

た、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　なお、これに伴う当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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【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　棚卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

２　法人税等の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

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）

該当事項はありません。

　

【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)

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　第１四半期連結会計期間より法人税法の改正に伴い、機械及び装置の耐用年数の見直しを行い、一部の資産について

耐用年数を変更しております。

　なお、この変更に伴い、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は、それぞれ

155百万円減少しております。

 
（役員退職慰労金制度の廃止）

　当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しておりましたが、平成20年６月27日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止

しております。

　同制度廃止に伴い、在任期間に応じた役員退職慰労金の打ち切り支給を同株主総会で決議し、役員退職慰労引当金残

高を、固定負債の「その他」に計上しております。
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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 43,711百万円※１　有形固定資産の減価償却累計額 42,391百万円

　２　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 889百万円

受取手形裏書譲渡高 443

　２　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 414百万円

※３　期末日満期手形

期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末日は金融機関の

休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に

含まれております。

受取手形 246百万円

支払手形 1,454

―――――――

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

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)

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

給料手当 1,555百万円

退職給付引当金繰入額 103

役員退職慰労引当金繰入額 42

　

第３四半期連結会計期間

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)

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

給料手当 507百万円

退職給付引当金繰入額 35

役員退職慰労引当金繰入額 12

　

(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)

※　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 11,232百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△125

現金及び現金同等物 11,107
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(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　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式（千株） 48,252

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式（千株） 120

　

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 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 144 3.00平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 144 3.00平成20年９月30日 平成20年12月10日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当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。

　

(リース取引関係)

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高
は前連結会計年度末に比べて著しい変動はありません。

　

　

EDINET提出書類

愛知電機株式会社(E01748)

四半期報告書

20/25



(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）

電力機器
（百万円）

回転機
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

6,268 8,467 14,736 ― 14,736

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 6,268 8,467 14,736 (―) 14,736

営業利益又は営業損失(△) 886 △466 420 (326) 93

　

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）

電力機器
(百万円)

回転機
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

18,386 27,286 45,672 ― 45,672

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 18,386 27,286 45,672 (―) 45,672

営業利益又は営業損失(△) 2,199 △555 1,643 (992) 651

(注)　１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

 ２　各区分の主な製品

事業区分 主な製品名

電力機器

変圧器
負荷時タップ切換変圧器、小形・中形・大形変圧器、モールド変圧器、
自動電圧調整器、地上設置変圧器、特殊用途変圧器、リアクトル、
中性点接地抵抗器　等

制御装置・
システム機器

配電塔、光ネットワークユニット、キュービクル、
デジタル式保護制御装置、遠方監視制御装置、情報伝送装置、
侵入監視装置、配電線自動化システム、大型直流電源装置、
ＰＣＢ無害化処理装置　等

工事 電力設備工事　等

回転機
小形モータ、ハーメティックモータ、医療機器、シャッター開閉機、ディスポーザ、
アクチエータ、駆動制御装置、ソレノイド、畜舎用送風機、電動ポンプ、排水処理装置、
粉体混合機・乾燥機、パワーコンディショナ、プリント配線板、非接触給電装置　等

　

【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）

　 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の
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）

　 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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(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 579円99銭１株当たり純資産額 589円25銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
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)

純資産の部の合計額（百万円） 28,239 28,738

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 323 373

（うち少数株主持分） (323) (373)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額
（百万円）

27,915 28,365

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期
末（期末）の普通株式の数（千株）

48,131 48,138

　

２　１株当たり四半期純利益

第３四半期連結累計期間

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株当たり四半期純利益 3円76銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２ １株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
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)

四半期純利益（百万円） 180

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 180

普通株式の期中平均株式数（千株） 48,134

　

第３四半期連結会計期間

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 1円24銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２ １株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
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（百万円） 59

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 59

普通株式の期中平均株式数（千株） 48,132
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

第100期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）中間配当については、平成20年11月13日開催
の取締役会において、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、次のとおり中間配当を行うことを決議し、配当を行っております。

　 ①　配当金の総額 144百万円

②　１株当たりの金額 ３円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成20年12月10日

EDINET提出書類

愛知電機株式会社(E01748)

四半期報告書

23/25



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21年２月９日

愛知電機株式会社

取締役会　御中

　

監査法人　朝見会計事務所

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　中　　田　　惠　　美　　㊞

　

業務執行社員 公認会計士　　足　　立　　仁　　史　　㊞

　

　

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」に掲げられている愛知

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、愛知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。

　

追記情報

「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」に記載されているとおり、会社は、

当連結会計年度の第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」を適用している。

　

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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