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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 7,625 7.9 827 69.6 665 20.0 298 20.7
22年3月期第2四半期 7,069 △19.4 487 △56.3 554 △54.4 247 △65.1

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

23年3月期第2四半期 31.60 ―
22年3月期第2四半期 26.17 ―

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

23年3月期第2四半期 18,645 13,077 70.1 1,385.34
22年3月期 17,532 12,981 74.0 1,375.22

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  13,077百万円 22年3月期  12,981百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
23年3月期 ― 10.00
23年3月期 

（予想）
― 10.00 20.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 15,934 8.1 1,686 61.5 1,505 21.6 879 19.3 93.12



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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、
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。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信【添付資料】３ページの「１．当四半期の連結業績等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」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページの「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 9,450,069株 22年3月期  9,450,069株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  10,479株 22年3月期  10,448株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 9,439,616株 22年3月期2Q 9,439,650株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした海外経済の回復が緩やかになってきてお

り、輸出の増勢が鈍化するなど予断を許さない状況にあります。また、国内における景気対策効果も一巡し、急激

な円高の進行がもたらす輸出競争力の低下や株価低迷などにより企業収益への影響が懸念され、引き続き厳しい雇

用情勢、所得環境などから、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しております。 

このような状況の中で、当社グループの当第２四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、国

内の設備投資は依然として厳しく本格回復には至っておりませんが、特定分野における売上が大きく貢献し、ま

た、海外輸出が伸長しました。電子部品事業においては、自動車産業回復の恩恵を大きく受けたため、全体として

76億25百万円（前年同期比５億55百万円増加、7.9%増）となりました。 

利益面につきましては、急激な円高の影響等を受けたものの、操業度向上及び原価低減等により粗利率が改善し

た結果、営業利益は８億27百万円（同３億39百万円増加、69.6%増）、経常利益は６億65百万円（同１億11百万円

増加、20.0%増）、四半期純利益は２億98百万円（同51百万円増加、20.7%増）となりました。 

なお、当第２四半期連結累計期間の受注高は84億83百万円（前年同期比13億82百万円増加、19.5%増）、受注残

高は49億38百万円（同10億2百万円増加、25.5%増）となりました。それぞれの増加の主なものはポンプ事業であ

り、受注高では71億39百万円、受注残高では46億12百万円であります。 

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、全体としてケミカル用モータポンプは国内外で販売が増加し、ケミカル以外用モータポンプは

主に海外向け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、主力のケミカル機器モータ

ポンプや冷凍機・空調機器モータポンプが国内外で増加しました。また、ケミカル以外用モータポンプにおいて

は、半導体機器モータポンプが国内外で増加し、電力関連機器モータポンプが主に海外向けで増加しました。 

その結果、売上高は62億97百万円、連結売上高に占める割合は82.6%となりました。 

また、営業利益は、操業度向上及び原価低減等による粗利率の改善と主に提出会社の販売費及び一般管理費の

節減等に努めた結果、８億41百万円となりました。 

② 電子部品事業 

電子部品事業は、自動車用電装品の電子機器ユニットの需要が自動車産業回復の恩恵を受け大きく増加したた

め、売上高は11億51百万円、連結売上高に占める割合は15.1%となりました。 

また、営業利益は、新工場稼動に伴う減価償却費や製造ラインの移管及び運送等の費用の増加により、25百万

円の赤字となりました。 

③ その他事業 

その他事業は、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１億76百万円、連結売上高に占める

割合は2.3%となりました。 

また、営業利益は、売上増と主に子会社の販売費及び一般管理費の節減等に努めた結果、11百万円となりまし

た。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（連結財政状態） 

資産の部は、前連結会計年度末と比べ11億13百万円増加し、当第２四半期末は186億45百万円となりました。こ

れは、主として製品や仕掛品の増加により流動資産が10億30百万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10億17百万円増加し、当第２四半期末は55億68百万円となりました。これ

は、主として支払手形及び買掛金や未払法人税等の増加により流動負債が９億37百万円増加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95百万円増加し、当第２四半期末は130億77百万円となりました。これ

は、主として利益剰余金が２億３百万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74.0％から当第２四半期末は70.1％となりました。  

（キャッシュ・フローの状況 ） 

当第２四半期連結会計期間末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５億14百万円及び財務活動によるキャッシュ・フロー49百万円の資金支出があったもの

の、営業活動によるキャッシュ・フロー８億62百万円の資金獲得により、前連結会計年度末に比べ１億99百万円増

加し、28億91百万円となりました。 

当第２四半期連結累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。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

株式会社帝国電機製作所（6333）平成23年３月期　第２四半期決算短信

－　2　－



① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により獲得した資金は、８億62百万円（前年同四半期は９億２百万円の獲得）となりました。これは、

主として税金等調整前四半期純利益６億49百万円の計上によるものであります。  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動に使用した資金は、５億14百万円（前年同四半期は２億54百万円の使用）となりました。これは、主と

して事業譲受による支出３億53百万円によるものであります。  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動に使用した資金は、49百万円（前年同四半期は４億30百万円の使用）となりました。これは、主として

配当金の支払額94百万円によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年11月８日に公表いたしました「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）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

② 特有の会計処理 

税金費用については、当第２四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。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更  

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

この変更による損益に与える影響はありません。 

② 企業結合に関する会計基準等の適用 

当第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「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20年12月26日）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

・表示方法の変更 

「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20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。  

２．その他の情報
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,969,469 2,773,543

受取手形及び売掛金 5,140,003 4,924,543

製品 1,087,880 691,446

仕掛品 1,062,024 898,922

原材料及び貯蔵品 844,891 816,585

その他 713,462 654,572

貸倒引当金 △207,849 △180,593

流動資産合計 11,609,882 10,579,020

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,721,271 2,723,226

その他 2,770,466 2,784,615

有形固定資産合計 5,491,738 5,507,841

無形固定資産 293,552 104,276

投資その他の資産 1,250,764 1,341,393

固定資産合計 7,036,055 6,953,512

資産合計 18,645,938 17,532,532

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,879,145 1,368,749

短期借入金 494,675 459,630

未払法人税等 410,302 82,461

製品保証引当金 36,504 33,765

賞与引当金 366,334 378,278

役員賞与引当金 12,500 25,000

その他 936,282 850,602

流動負債合計 4,135,744 3,198,487

固定負債   

退職給付引当金 831,126 785,323

役員退職慰労引当金 104,346 95,196

その他 497,681 471,944

固定負債合計 1,433,154 1,352,464

負債合計 5,568,898 4,550,951

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 9,248,005 9,044,104

自己株式 △9,334 △9,281

株主資本合計 13,260,109 13,056,261

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 60,224 118,938

為替換算調整勘定 △243,293 △193,617

評価・換算差額等合計 △183,069 △74,679

純資産合計 13,077,039 12,981,581

負債純資産合計 18,645,938 17,532,532
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 7,069,702 7,625,402

売上原価 4,603,936 4,694,754

売上総利益 2,465,766 2,930,648

販売費及び一般管理費 1,978,224 2,103,561

営業利益 487,541 827,087

営業外収益   

受取利息 3,996 2,318

受取配当金 7,926 9,819

受取賃貸料 9,203 9,198

助成金収入 92,575 14,664

その他 13,492 28,541

営業外収益合計 127,195 64,542

営業外費用   

支払利息 9,527 3,738

為替差損 48,323 209,767

その他 2,439 12,538

営業外費用合計 60,290 226,043

経常利益 554,446 665,586

特別利益   

固定資産売却益 12 94

投資有価証券売却益 － 1

特別利益合計 12 95

特別損失   

固定資産除却損 679 2,002

固定資産売却損 20 1,377

投資有価証券評価損 － 13,273

災害による損失 34,417 －

特別損失合計 35,117 16,653

税金等調整前四半期純利益 519,341 649,028

法人税等 272,261 350,731

少数株主損益調整前四半期純利益 － 298,296

四半期純利益 247,080 298,296
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,618,748 4,094,920

売上原価 2,348,852 2,526,143

売上総利益 1,269,895 1,568,776

販売費及び一般管理費 1,001,476 1,053,608

営業利益 268,418 515,167

営業外収益   

受取利息 1,249 1,179

受取配当金 712 1,087

受取賃貸料 4,678 4,652

助成金収入 41,432 7,284

その他 7,209 14,680

営業外収益合計 55,282 28,885

営業外費用   

支払利息 4,554 1,592

為替差損 65,158 74,006

その他 962 7,215

営業外費用合計 70,674 82,814

経常利益 253,026 461,238

特別利益   

固定資産売却益 － 12

特別利益合計 － 12

特別損失   

固定資産除却損 527 698

固定資産売却損 20 1,330

投資有価証券評価損 － 13,273

災害による損失 34,417 －

特別損失合計 34,964 15,302

税金等調整前四半期純利益 218,062 445,948

法人税等 75,321 210,428

少数株主損益調整前四半期純利益 － 235,520

四半期純利益 142,740 235,520
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９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 519,341 649,028

減価償却費 233,622 242,429

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,372 33,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,810 46,118

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,150 9,150

受取利息及び受取配当金 △11,923 △12,137

支払利息 9,527 3,738

投資有価証券売却損益（△は益） － △1

投資有価証券評価損益（△は益） － 13,273

為替差損益（△は益） 26,766 68,005

有形固定資産除却損 679 2,002

有形固定資産売却損益（△は益） 8 1,283

売上債権の増減額（△は増加） 555,894 △333,055

たな卸資産の増減額（△は増加） 591,223 △581,680

その他の資産の増減額（△は増加） 2,922 △22,025

仕入債務の増減額（△は減少） △587,375 586,009

未払消費税等の増減額（△は減少） 40,883 △43,107

その他の負債の増減額（△は減少） △159,321 183,326

その他 △7,693 47,245

小計 1,281,888 893,103

利息及び配当金の受取額 13,207 13,001

利息の支払額 △9,253 △3,738

法人税等の支払額 △382,961 △39,863

営業活動によるキャッシュ・フロー 902,881 862,503

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 △13,430 △1,945

定期預金の払戻による収入 － 2,222

有形固定資産の取得による支出 △223,467 △127,072

有形固定資産の売却による収入 7,374 3,137

無形固定資産の取得による支出 △24,002 △27,723

投資有価証券の取得による支出 △6,853 △6,939

投資有価証券の売却による収入 － 10

事業譲受による支出 － △353,712

貸付けによる支出 △1,802 △1,835

貸付金の回収による収入 4,237 3,612

その他 3,331 △3,945

投資活動によるキャッシュ・フロー △254,612 △514,192

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） △334,665 47,107

長期借入金の返済による支出 △429 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △387 △1,751

自己株式の取得による支出 △253 △52

配当金の支払額 △94,397 △94,396

財務活動によるキャッシュ・フロー △430,133 △49,092

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,658 △100,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 226,794 199,179

現金及び現金同等物の期首残高 1,899,004 2,692,673

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,125,799 2,891,853
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該当事項はありません。 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  5,921,190  1,011,862  136,649  7,069,702  －  7,069,702

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  5,921,190  1,011,862  136,649  7,069,702  －  7,069,702

営業利益又は営業損失（△）  456,062  40,652  △9,173  487,541 (－)  487,541

  
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  3,951,567  1,136,492  1,981,642  7,069,702  －  7,069,702

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 832,094  16  7,910  840,020 (840,020)  －

計  4,783,662  1,136,508  1,989,552  7,909,722 (840,020)  7,069,702

営業利益  70,115  138,579  261,970  470,665  16,876  487,541

  
アジア・オセ
アニア 

米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,340,253  1,074,107  113,442  3,527,803

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  7,069,702

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  33.1  15.2  1.6  49.9

（1）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

（2）米州 ：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 

（3）その他 ：ヨーロッパ、中近東 
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社グループは、主にポンプを製造・販売しており、製造・仕入面での責任は、当社生産本部及び製造機能を受

け持つ子会社が担い、販売面での責任は、当社国際営業本部、国内営業本部及び外販機能を受け持つ子会社が担う

体制で事業活動を展開しております。また、電子部品を特定の子会社が製造・販売しております。したがって、当

社グループは「ポンプ事業」及び「電子部品事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「ポンプ事業」は、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を製造・販売しております。「電

子部品事業」は、自動車用電装品及び産業機器用基板を製造・販売しております。  

２．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 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（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。 

３．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） 

４．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 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（のれんの金額の重要な変動） 

「ポンプ事業」セグメントにおいて、米国子会社TEIKOKU USA INC.は平成22年５月25日にTEXAS PROCESS 

EQUIPMENT COMPANYのキャンドモータポンプの修理サービス事業を取得したことにより、のれんを計上しており

ます。なお、当該事象による、当第２四半期連結累計期間における、のれんの償却額は5,664千円、未償却残高

は164,278千円であります。 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。  

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  6,297,555  1,151,227  7,448,783  176,619  7,625,402

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  6,297,555  1,151,227  7,448,783  176,619  7,625,402

セグメント利益又はセグメント

損失（△） 
841,095  △25,420  815,675  11,412  827,087

（単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  815,675

「その他」の区分の利益  11,412

四半期連結損益計算書の営業利益  827,087

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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