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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日）

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第3四半期 13,696 1.8 1,220 △16.4 1,856 8.3 1,195 4.5
25年3月期第3四半期 13,456 2.3 1,460 △14.9 1,714 8.3 1,143 30.4

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,918百万円 （68.3％） 25年3月期第3四半期 1,140百万円 （59.8％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第3四半期 131.42 ―
25年3月期第3四半期 125.72 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第3四半期 23,927 17,488 73.1 1,923.09
25年3月期 22,548 15,787 70.0 1,736.12
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 17,488百万円 25年3月期 15,787百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
26年3月期 ― 12.00 ―
26年3月期（予想） 12.00 24.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 18,036 △9.5 1,460 △32.2 1,800 △32.1 1,124 △38.2 123.66



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引

法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その

達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報
に関する説明」をご覧ください。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 9,450,069 株 25年3月期 9,450,069 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 356,322 株 25年3月期 356,224 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 9,093,783 株 25年3月期3Q 9,093,876 株
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策を背景とした円安の進行と株価の上昇等を受

け、景気に緩やかな回復基調が見られるものの、欧州や新興国を中心とした海外経済の減速懸念等により先行き不

透明な状況が続いており、設備投資についても、緩やかな持ち直しの動きはあるものの、いまだ力強さに欠ける状

況となっております。

このような状況の中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、主力のポンプ事業においては、国

内の設備投資は依然として厳しく本格回復に至っておりませんが、海外市場については、昨年度まで旺盛であった

太陽光発電向けポンプ売上の剥落等があったものの、中国・アセアン地域等を中心として海外売上は堅調に推移し

ました。一方、電子部品事業においては、自動車業界全体としては、北米やアセアン地域等海外市場を中心として

回復基調が明確になっておりますが、当社グループにおきましては、受託先企業からの仕事量の一部が海外移転し

たこと等により自動車用電装品の電子機器ユニットの需要が減少したため、売上は低調に推移しました。これらの

結果、グループ全体として売上高は136億96百万円（前年同期比1.8%増）となりました。

利益面につきましては、販売費及び一般管理費の増加により、営業利益は12億20百万円（同16.4%減）、円安に

よる為替差益の発生等により経常利益は18億56百万円（同8.3%増）、四半期純利益は11億95百万円（同4.5%増）と

なりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

① ポンプ事業

ポンプ事業は、ケミカル用モータポンプは主に国内で販売が減少し、ケミカル以外用モータポンプは主に海外

で販売が増加しました。内訳は、ケミカル用モータポンプにおいては、冷凍・空調機器モータポンプは主に海外

で増加したものの、主力のケミカル機器モータポンプは主に国内で減少しました。また、ケミカル以外用モータ

ポンプにおいては、電力関連機器モータポンプが主に海外で増加しました。

その結果、売上高は115億20百万円（前年同期比1.4%増）、連結売上高に占める割合は84.1%となりました。ま

た、営業利益は、販売費及び一般管理費の増加により、11億32百万円（同18.6%減）となりました。

② 電子部品事業

電子部品事業は、自動車業界全体としては、北米やアセアン地域等海外市場を中心として回復基調が明確にな

っておりますが、当社グループにおきましては、受託先企業からの仕事量の一部が海外移転したこと等により自

動車用電装品の電子機器ユニットの需要が減少したため、売上高は18億33百万円（前年同期比0.5%減）、連結売

上高に占める割合は13.4%となりました。

また、営業利益は、販売費及び一般管理費の増加により、56百万円（同1.2%減）となりました。

③ その他

その他は、昇降機等の特殊機器の売上が増加したことから、売上高は３億42百万円（前年同期比35.9%増）、

連結売上高に占める割合は2.5%となりました。

また、営業利益は、売上の増加並びに販売費及び一般管理費の減少等により、31百万円（同173.5%増）となり

ました。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は157億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億49百万円

増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が７億78百万円減少したものの、現金及び預金が11億65百万

円、仕掛品が３億62百万円増加したことによるものであります。固定資産は81億97百万円となり、前連結会計年

度末に比べ６億29百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産が２億58百万円、投資その他の資産が３億

32百万円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は、239億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億78百万円増加いたしました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は51億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億14百万円

減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が１億51百万円増加したものの、未払法人税等が２億50百万

円、賞与引当金が２億３百万円減少したことによるものであります。固定負債は13億22百万円となり、前連結会

計年度末に比べ２億７百万円減少いたしました。これは主に役員退職慰労引当金が57百万円減少したことによる

ものであります。

この結果、負債合計は、64億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億21百万円減少いたしました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は174億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億０百万

円増加いたしました。これは主に利益剰余金が９億76百万円増加したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は73.1%（前連結会計年度末は70.0%）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年11月８日に公表いたしました「平成26年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異

及び平成26年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はありません。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,058,052 5,223,266

受取手形及び売掛金 6,880,796 6,102,130

製品 932,901 892,174

仕掛品 1,737,417 2,099,917

原材料及び貯蔵品 999,548 981,255

その他 595,611 760,760

貸倒引当金 △223,682 △329,601

流動資産合計 14,980,645 15,729,903

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,539,285 2,714,693

その他（純額） 3,185,084 3,267,789

有形固定資産合計 5,724,369 5,982,482

無形固定資産 469,396 508,644

投資その他の資産 1,373,842 1,706,165

固定資産合計 7,567,608 8,197,292

資産合計 22,548,253 23,927,196

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,962,582 2,113,588

短期借入金 680,857 641,520

未払法人税等 589,448 338,824

製品保証引当金 44,253 35,894

賞与引当金 427,125 223,724

役員賞与引当金 31,000 14,400

その他 1,495,468 1,748,757

流動負債合計 5,230,736 5,116,711

固定負債

退職給付引当金 848,037 833,280

役員退職慰労引当金 130,771 73,200

その他 550,725 415,924

固定負債合計 1,529,533 1,322,405

負債合計 6,760,270 6,439,116

純資産の部

株主資本

資本金 2,116,823 2,116,823

資本剰余金 1,904,614 1,904,614

利益剰余金 12,284,574 13,261,464

自己株式 △543,456 △543,653

株主資本合計 15,762,555 16,739,248

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 179,753 500,675

為替換算調整勘定 △154,326 248,155

その他の包括利益累計額合計 25,427 748,831

純資産合計 15,787,983 17,488,079

負債純資産合計 22,548,253 23,927,196
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第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)

売上高 13,456,417 13,696,549

売上原価 8,489,910 8,657,684

売上総利益 4,966,506 5,038,865

販売費及び一般管理費 3,506,167 3,818,292

営業利益 1,460,339 1,220,573

営業外収益

受取利息 6,858 7,420

受取配当金 21,254 21,785

受取賃貸料 13,434 14,488

為替差益 173,466 555,188

その他 75,151 66,699

営業外収益合計 290,165 665,582

営業外費用

支払利息 22,763 24,348

その他 13,205 5,329

営業外費用合計 35,968 29,677

経常利益 1,714,535 1,856,478

特別利益

固定資産売却益 137 30,531

特別利益合計 137 30,531

特別損失

固定資産除却損 652 －

固定資産売却損 2,384 －

特別損失合計 3,036 －

税金等調整前四半期純利益 1,711,636 1,887,009

法人税等 568,333 691,868

少数株主損益調整前四半期純利益 1,143,303 1,195,141

四半期純利益 1,143,303 1,195,141
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,143,303 1,195,141

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,595 320,921

為替換算調整勘定 △5,796 402,482

その他の包括利益合計 △3,200 723,403

四半期包括利益 1,140,102 1,918,545

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,140,102 1,918,545

少数株主に係る四半期包括利益 － －

株式会社帝国電機製作所（6333）平成26年３月期　第３四半期決算短信

－　6　－



該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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

（注）「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、特殊機器、健康食品及び人材派

遣事業を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項）

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
ポンプ事業 電子部品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 11,361,468 1,842,914 13,204,382 252,034 13,456,417

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 11,361,468 1,842,914 13,204,382 252,034 13,456,417

セグメント利益 1,391,855 57,002 1,448,858 11,480 1,460,339

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 1,448,858

「その他」の区分の利益 11,480

四半期連結損益計算書の営業利益 1,460,339
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Ⅱ 当第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）

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

（注）「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、特殊機器、健康食品及び人材派

遣事業を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項）

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
ポンプ事業 電子部品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 11,520,133 1,833,830 13,353,964 342,585 13,696,549

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 11,520,133 1,833,830 13,353,964 342,585 13,696,549

セグメント利益 1,132,850 56,317 1,189,168 31,404 1,220,573

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 1,189,168

「その他」の区分の利益 31,404

四半期連結損益計算書の営業利益 1,220,573
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生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

当第３四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（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３四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（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。

③ 販売実績

当第３四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．補足情報

セグメントの名称
当第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）

前年同期比（％）

ポンプ事業（千円） 11,653,445 △3.4

電子部品事業（千円） 1,833,848 △0.5

報告セグメント計（千円） 13,487,294 △3.0

その他（千円） 440,777 32.3

合計（千円） 13,928,071 △2.2

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

ポンプ事業 12,998,989 17.8 6,174,837 6.7

電子部品事業 1,845,257 2.3 206,927 23.3

報告セグメント計 14,844,246 15.6 6,381,764 7.2

その他 325,100 12.9 122,532 △49.0

合計 15,169,347 15.6 6,504,297 5.0

セグメントの名称
当第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）

前年同期比（％）

ポンプ事業（千円） 11,520,133 1.4

電子部品事業（千円） 1,833,830 △0.5

報告セグメント計（千円） 13,353,964 1.1

その他（千円） 342,585 35.9

合計（千円） 13,696,549 1.8
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