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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 3,450 △17.4 219 △58.4 301 △53.1 104 △67.8
21年3月期第1四半期 4,175 ― 526 ― 643 ― 324 ―

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

22年3月期第1四半期 11.05 ―
21年3月期第1四半期 34.33 ―

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

22年3月期第1四半期 17,760 12,510 70.4 1,325.29
21年3月期 17,655 12,220 69.2 1,294.61

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,510百万円 21年3月期  12,220百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

6,960 △20.7 418 △62.5 436 △64.1 269 △62.0 28.53

通期 14,881 △8.3 1,137 △37.7 1,174 △31.3 726 △16.3 76.95
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4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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るもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見直し・計画に基づく予測が含まれております。 
実際の業績は、経済情勢の変化等の不確定要因により、記載の数値と大幅に異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項につきましては、３
ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 9,450,069株 21年3月期  9,450,069株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,374株 21年3月期  10,290株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 9,439,695株 21年3月期第1四半期 9,439,833株
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当第１四半期における世界経済は、中国市場等、一部地域で回復の兆しは見られるものの、昨年からの金融危機

の影響は根強く、引き続き厳しい状況で推移しております。また、わが国経済においても、企業収益の悪化や設備

投資の減少等、依然として厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の中で、当社グループ（当社及び連結子会社）の当第１四半期の売上高は、主力のポンプ事業に

おいて、ケミカル用モータポンプ、ケミカル以外用モータポンプの販売が国内外共に減少したことから、34億50百

万円（前年同期比７億24百万円減少、17.4％減）となりました。 

利益面につきましては、営業利益は２億19百万円（同３億７百万円減少、58.4％減）、経常利益は３億１百万円

（同３億41百万円減少、53.1％減）、四半期純利益は１億４百万円（同２億19百万円減少、67.8％減）となりまし

た。 

このように、当第１四半期の経営成績としては、前年同期と比べ減収減益となり、１株当たり四半期純利益は11

円05銭（前年同期は34円33銭）となりました。 

なお、当第１四半期の受注高は35億32百万円（前年同期比15億12百万円減少、30.0％減）、受注残高は39億84百

万円（同10億61百万円減少、21.0％減）となりました。それぞれの減少の主なものはポンプ事業であり、受注高で

は29億55百万円（同12億35百万円減少、29.5％減）、受注残高では37億９百万円（同９億85百万円減少、21.0％

減）であります。  

(１) 財政状態 

資産の部は、前連結会計年度末と比べ１億４百万円増加し、当第１四半期末は177億60百万円となりました。

これは、主として投資有価証券の評価額の増加により固定資産が98百万円増加したためであります。 

負債の部は、前連結会計年度末と比べ１億85百万円減少し、当第１四半期末は52億49百万円となりました。こ

れは、主として支払手形及び買掛金の減少により流動負債が１億92百万円減少したためであります。 

純資産の部は、前連結会計年度末と比べ２億89百万円増加し、当第１四半期末は125億10百万円となりまし

た。これは、主として評価・換算差額等が２億79百万円増加したためであります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の69.2％から当第１四半期末は70.4％となりました。  

(２) 連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動によるキャッ

シュ・フロー１億57百万円の資金支出があったものの、財務活動によるキャッシュ・フロー４億69百万円及び営

業活動によるキャッシュ・フロー２億43百万円の資金獲得により、前連結会計年度末に比べ６億９百万円増加

し、当第１四半期末には25億８百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動により獲得した資金は、２億43百万円（前年同四半期は１億22百万円の使用）となりました。これ

は、主として支払債務の減少額５億30百万円があったものの、売上債権の減少額５億31百万円及びたな卸資産の

減少額３億19百万円によるものであります。  

投資活動に使用した資金は、１億57百万円（前年同四半期は１億80百万円の使用）となりました。これは、主

として有形固定資産の取得による支出１億57百万円によるものであります。 

財務活動により獲得した資金は、４億69百万円（前年同四半期は２億53百万円の獲得）となりました。これ

は、主として配当金の支払額94百万円があったものの、短期借入金の純増加額による収入５億64百万円があった

ためであります。 

平成21年５月18日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

① 簡便な会計処理 

採用した簡便な会計処理のうち重要なものはありません。  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第１四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。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。   

該当事項はありません。 

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,613,196 1,990,733

受取手形及び売掛金 4,904,767 5,254,453

製品 736,969 808,729

仕掛品 1,117,420 1,206,571

原材料及び貯蔵品 1,185,319 1,261,483

その他 662,070 661,228

貸倒引当金 △156,654 △125,908

流動資産合計 11,063,089 11,057,291

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,148,217 2,126,093

その他 3,271,836 3,296,537

有形固定資産合計 5,420,053 5,422,630

無形固定資産 17,916 18,282

投資その他の資産 1,259,012 1,157,506

固定資産合計 6,696,982 6,598,419

資産合計 17,760,071 17,655,710

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,346,680 1,792,156

短期借入金 1,553,590 958,031

1年内返済予定の長期借入金 840 814

未払法人税等 222,682 356,609

製品保証引当金 15,944 14,471

賞与引当金 217,414 381,727

役員賞与引当金 6,250 28,000

その他 831,146 855,524

流動負債合計 4,194,548 4,387,334

固定負債   

長期借入金 2,801 2,917

退職給付引当金 815,420 799,865

役員退職慰労引当金 81,471 76,896

その他 155,527 167,878

固定負債合計 1,055,220 1,047,557

負債合計 5,249,768 5,434,891

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 8,505,826 8,495,884

自己株式 △9,150 △9,028

株主資本合計 12,518,113 12,508,294

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,506 △59,129

為替換算調整勘定 △47,318 △228,344

評価・換算差額等合計 △7,811 △287,474

純資産合計 12,510,302 12,220,819

負債純資産合計 17,760,071 17,655,710
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（２）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20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,175,831 3,450,953

売上原価 2,687,906 2,255,083

売上総利益 1,487,925 1,195,870

販売費及び一般管理費 961,495 976,747

営業利益 526,429 219,122

営業外収益   

受取利息 7,312 2,747

受取配当金 7,784 7,214

受取賃貸料 5,075 4,524

為替差益 87,297 16,834

助成金収入 － 51,142

その他 14,151 6,283

営業外収益合計 121,621 88,747

営業外費用   

支払利息 3,383 4,973

その他 1,601 1,476

営業外費用合計 4,984 6,450

経常利益 643,067 301,419

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,960 －

固定資産売却益 2,712 12

特別利益合計 5,672 12

特別損失   

固定資産除却損 1,213 152

固定資産売却損 1,332 －

特別損失合計 2,545 152

税金等調整前四半期純利益 646,194 301,279

法人税等 322,119 196,939

四半期純利益 324,075 104,339
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30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 646,194 301,279

減価償却費 97,835 115,623

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,247 20,061

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,374 15,554

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,575 4,575

受取利息及び受取配当金 △15,096 △9,962

支払利息 3,383 4,973

為替差損益（△は益） △46,248 △14,152

有形固定資産除却損 1,213 152

有形固定資産売却損益（△は益） △1,380 △12

売上債権の増減額（△は増加） △165,123 531,232

たな卸資産の増減額（△は増加） △236,858 319,807

その他の資産の増減額（△は増加） △147,725 10,875

仕入債務の増減額（△は減少） △33,279 △530,551

未払消費税等の増減額（△は減少） 53,374 33,376

その他の負債の増減額（△は減少） △117,855 △237,646

その他 △35,664 △5,842

小計 22,471 559,344

利息及び配当金の受取額 18,021 9,350

利息の支払額 △3,319 △4,828

法人税等の支払額 △159,706 △320,003

営業活動によるキャッシュ・フロー △122,532 243,862

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △54,048 △4,891

定期預金の払戻による収入 5,360 －

有形固定資産の取得による支出 △145,083 △157,296

有形固定資産の売却による収入 8,316 3,309

投資有価証券の取得による支出 △4,049 △3,429

貸付けによる支出 △450 △1,077

貸付金の回収による収入 5,636 3,098

その他 4,065 2,443

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,252 △157,843

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） 439,443 564,225

長期借入金の返済による支出 △51,073 △210

社債の償還による支出 △40,000 －

自己株式の取得による支出 － △122

配当金の支払額 △94,398 △94,397

リース債務の返済による支出 － △193

財務活動によるキャッシュ・フロー 253,971 469,301

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30,602 54,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,415 609,491

現金及び現金同等物の期首残高 2,521,947 1,899,004

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,442,531 2,508,495
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1）ポンプ事業：ケミカル用モータポンプ及びケミカル以外用モータポンプ 

(2）電子部品事業：自動車用電装品及び産業機器用基板 

(3）その他事業：特殊機器、健康食品及び人材派遣 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．地域の区分は、地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．本邦以外の区分に属する国及び地域の内訳は、次のとおりであります。 

(1）欧米：米国、ドイツ 

(2）アジア：中国、台湾、シンガポール、韓国 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ポンプ事業 
（千円） 

電子部品事業
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  3,322,915  703,744  149,171  4,175,831  －  4,175,831

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  3,322,915  703,744  149,171  4,175,831  －  4,175,831

営業利益  414,454  100,487  11,488  526,429 (－)  526,429

  
ポンプ事業 
（千円） 

電子部品事業
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,914,281  466,054  70,617  3,450,953  －  3,450,953

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  2,914,281  466,054  70,617  3,450,953  －  3,450,953

営業利益又は営業損失（△）  219,913  △282  △507  219,122 (－)  219,122

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
欧米 

（千円） 
アジア 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,736,519  717,265  722,046  4,175,831  －  4,175,831

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 402,181  4,899  8,760  415,841 (415,841)  －

計  3,138,701  722,165  730,806  4,591,673 (415,841)  4,175,831

営業利益  393,673  45,517  74,224  513,415  13,014  526,429

  
日本 

（千円） 
欧米 

（千円） 
アジア 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,032,129  543,271  875,552  3,450,953  －  3,450,953

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 412,084  －  6,136  418,220 (418,220)  －

計  2,444,213  543,271  881,688  3,869,174 (418,220)  3,450,953

営業利益  83,912  47,202  96,329  227,444 (8,321)  219,122
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高（ただし、セグメント間の内部

売上高を除く。）であります。   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  
アジア・オセ
アニア 

米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,058,510  556,130  248,750  1,863,391

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  4,175,831

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  25.3  13.3  6.0  44.6

  
アジア・オセ
アニア 

米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,032,341  512,445  64,953  1,609,740

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  3,450,953

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  29.9  14.8  1.9  46.6

アジア・オセアニア ：中国、韓国、台湾、シンガポール、タイ、インドネシア、インド、オーストラリア

米州 ：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 

その他 ：ヨーロッパ、中近東 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－ 9 －

株式会社帝国電機製作所　６３３３　平成22年３月期　第１四半期決算短信




