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（訂正）「平成 28 年３月期 第３四半期決算短信 

〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、平成 28 年２月５日に開示いたしました「平成 28年３月期 第３四半期決算短

信〔日本基準〕（連結）」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 訂正内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、別途、本日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告

書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますの

でご参照ください。 

 

2. 訂正箇所 

訂正の箇所には＿下線を付して表示しております。 

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみ全文を

記載しております。 

 

以上 

 

会 社 名 株 式 会 社 帝 国 電 機 製 作 所 

代表者名 代表取締役社長執行役員   白石 邦記 

（コード番号６３３３ 東証第一部） 

問合せ先 執行役員経営企画本部長   村 田  潔               

     （ＴＥＬ：０７９１－７５－４１６０） 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（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いては、米国では雇用所得環境の改善や堅調な個人消費を背景とした景気の回復

が継続していますが、中国では景気の減速傾向がより一層強まり、ブラジル、ロシア等では資源価格の下落に伴う

景気の後退局面が継続しています。さらに原油価格の下落や米国の利上げの影響も懸念されることから、世界経済

全体としては先行き不透明感が強まっています。 

わが国経済は、企業収益や所得・雇用情勢の改善傾向が続き、設備投資については持ち直しの動きが見られるも

のの、中国をはじめとした新興国経済減速の影響を受け、力強さを欠く状況が継続しています。 

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

内市場については設備投資の緩やかな回復に伴い増加したものの、海外市場については、中国経済の減速等の影響

により低調に推移しました。一方、電子部品事業においては、受注先からの仕事量の増加により、堅調に推移しま

した。 

これらの結果、グループ全体として売上高は152億35百万円（前年同期比3.2%減）となりました。 

利益面につきましては、売上の減少並びに粗利率が悪化した結果、営業利益は16億51百万円（同11.5%減）、為

替差損15百万円の発生等により経常利益は17億18百万円（同29.1%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は11

億３百万円（同29.1%減）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、国内においてはケミカル用モータポンプ、ケミカル以外用モータポンプともに全体に堅調に推移

しましたが、海外においては、冷凍機・空調機器モータポンプは主に米国市場において増加したものの、主力のケ

ミカル機器モータポンプをはじめ、電力関連機器モータポンプ等は中国市場の減速等の影響を受けて減少し、全体

としてはケミカル用モータポンプ、ケミカル以外用モータポンプともに減少となりました。 

その結果、売上高は127億71百万円（前年同期比4.0%減）、連結売上高に占める割合は83.8%となりました。また、

営業利益は、売上の減少並びに粗利率の悪化等により15億87百万円（同8.5%減）となりました。 

② 電子部品事業 

電子部品事業は、受注先からの仕事量の増加により、売上高は21億92百万円(前年同期比7.5%増)、連結売上高に

占める割合は14.4%となりました。 

しかし、粗利率の悪化並びに販売費及び一般管理費の増加等により、営業利益は47百万円（同36.5%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減少したことから、売上高は2億71百万円（前年同期比32.7%減）、連結

売上高に占める割合は1.8%となりました。 

また、営業利益は、売上の減少及び粗利率の悪化等により、16百万円（同70.0%減）となりました。
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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217億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億89百万円

減少いたしました。これは主に有価証券が16億円減少したことによるものであります。固定資産は89億43百万円

となり、前連結会計年度末に比べ26百万円減少いたしました。 

この結果、総資産は、307億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億16百万円減少いたしました。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は57億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億93百万円

減少いたしました。これは主に未払法人税等が２億72百万円、賞与引当金が２億34百万円減少したことによるも

のであります。固定負債は15億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ71百万円減少いたしました。 

この結果、負債合計は、73億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億64百万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233億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億48百万

円増加いたしました。これは主に利益剰余金が８億18百万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76.0%（前連結会計年度末は73.2%）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 

連結業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、平成27年５月８日に公表いたしました通期の業績予想

を修正いたしました。 

詳細につきましては、本日（平成28年２月５日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（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 

会計方針の変更 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用とし

て計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、

暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連

結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当

該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸

表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から

将来にわたって適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。
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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27年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,189,983 9,536,455 

受取手形及び売掛金 6,638,636 6,984,090 

有価証券 1,600,000 － 

製品 1,489,852 1,812,693 

仕掛品 1,338,313 1,686,754 

原材料及び貯蔵品 1,299,848 1,202,131 

その他 822,254 894,311 

貸倒引当金 △308,064 △335,421 

流動資産合計 22,070,824 21,781,015 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,687,234 2,556,013 

その他（純額） 3,738,561 3,920,113 

有形固定資産合計 6,425,796 6,476,126 

無形固定資産 502,277 488,266 

投資その他の資産 2,041,959 1,978,880 

固定資産合計 8,970,033 8,943,273 

資産合計 31,040,858 30,724,289 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,232,759 2,306,793 

短期借入金 626,418 563,376 

未払法人税等 787,512 514,962 

製品保証引当金 24,891 27,968 

賞与引当金 471,594 237,495 

その他 2,524,068 2,122,994 

流動負債合計 6,667,245 5,773,591 

固定負債   

退職給付に係る負債 933,209 933,514 

厚生年金基金解散損失引当金 － 19,965 

その他 731,628 640,271 

固定負債合計 1,664,837 1,593,752 

負債合計 8,332,082 7,367,343 
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,118,118 3,118,118 

資本剰余金 3,306,347 3,306,347 

利益剰余金 14,881,251 15,699,307 

自己株式 △9,726 △9,726 

株主資本合計 21,295,991 22,114,047 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 614,726 518,494 

為替換算調整勘定 890,845 807,115 

退職給付に係る調整累計額 △92,788 △82,712 

その他の包括利益累計額合計 1,412,784 1,242,897 

純資産合計 22,708,775 23,356,945 

負債純資産合計 31,040,858 30,724,289 
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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26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

売上高 15,774,315 15,235,656 

売上原価 9,422,210 9,253,460 

売上総利益 6,322,105 5,982,196 

販売費及び一般管理費 4,456,740 4,330,491 

営業利益 1,865,364 1,651,704 

営業外収益   

受取利息 11,565 12,923 

受取配当金 27,025 32,387 

受取賃貸料 19,514 20,043 

為替差益 497,980 － 

その他 51,826 45,961 

営業外収益合計 607,912 111,315 

営業外費用   

支払利息 27,832 27,120 

為替差損 － 15,378 

株式交付費 17,303 － 

その他 4,970 1,760 

営業外費用合計 50,106 44,259 

経常利益 2,423,171 1,718,761 

特別損失   

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 － 19,965 

特別損失 － 19,965 

税金等調整前四半期純利益 2,423,171 1,698,795 

法人税等 866,199 595,315 

四半期純利益 1,556,972 1,103,480 

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,556,972 1,103,480 
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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26年４月１日 

至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成27年４月１日 

至 平成27年12月31日) 

四半期純利益 1,556,972 1,103,480 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 174,849 

為替換算調整勘定 △3,432

△96,231

退職給付に係る調整額 8,897 10,075 

その他の包括利益合計 180,313 △2,426

四半期包括利益 1,737,286 1,011,053 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 1,737,286 1,101,053 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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（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） 

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。

（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26年４月１日 至平成26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 

     （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 13,300,927 2,040,436 15,341,363 402,951 15,744,315 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 13,300,927 2,040,436 15,341,363 402,951 15,744,315 

セグメント利益 1,734,253 74,942 1,809,196 56,168 1,865,364 

（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） 

（単位：千円）  

利益 金額 

報告セグメント計 1,809,196 

「その他」の区分の利益 56,168 

四半期連結損益計算書の営業利益 1,865,364 

 

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。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27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 

     （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 12,771,635 2,192,713 14,964,348 271,308 15,235,656 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 12,771,635 2,192,713 14,964,348 271,308 15,235,656 

セグメント利益 1,587,282 47,561 1,634,843 16,860 1,651,704 

（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） 

（単位：千円）  

利益 金額 

報告セグメント計 1,634,843 

「その他」の区分の利益 16,860 

四半期連結損益計算書の営業利益 1,651,704 

 

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。
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４．補足情報 

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。 

セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成27年４月１日 

至 平成27年12月31日） 

前年同期比（％） 

ポンプ事業（千円） 13,164,046 △3.2 

電子部品事業（千円） 2,192,717 7.5 

報告セグメント計（千円） 15,356,763 △1.8 

その他（千円） 259,923 △45.7 

合計（千円） 15,616,687 △3.1 

 （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。 

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 13,357,797 △1.8 7,207,502 10.5 

電子部品事業 2,173,239 6.0 206,127 △8.7 

報告セグメント計 15,531,037 △0.8 7,413,629 9.9 

その他 271,092 △36.0 76,936 △55.6 

合計 15,802,130 △1.8 7,490,565 8.2 

 （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。 

セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成27年４月１日 

至 平成27年12月31日） 

前年同期比（％） 

ポンプ事業（千円） 12,771,635 △4.0 

電子部品事業（千円） 2,192,713 7.5 

報告セグメント計（千円） 14,964,348 △2.5 

その他（千円） 271,308 △32.7 

合計（千円） 15,235,656 △3.2 

 （注）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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