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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 21,543 9.0 1,367 30.4 1,450 61.7 930 81.6
23年3月期第3四半期 19,756 10.1 1,049 93.9 896 24.8 512 20.6

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 424百万円 （111.4％） 23年3月期第3四半期 201百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 37.15 ―
23年3月期第3四半期 20.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 43,267 35,795 82.7
23年3月期 45,303 35,772 78.9
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  35,773百万円 23年3月期  35,749百万円

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

23年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
24年3月期 ― 8.00 ―
24年3月期（予想） 8.00 16.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 30,200 1.1 2,300 △0.2 2,350 △0.0 1,400 △0.2 55.88



(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  ：  無  

(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レビュー手続の対象外であり、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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。 

4.  その他

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
② ①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） 24年3月期3Q 27,829,486 株 23年3月期 27,829,486 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 2,777,901 株 23年3月期 2,775,934 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 25,052,822 株 23年3月期3Q 25,056,703 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、引き続き東日本大震災の影響により厳しい状況にあるもの

の、各種の政策効果により景気は緩やかながらも持ち直しの傾向で推移しましたが、電力供給の制約や原発放射能

災害の影響を受けております。 

 世界経済においては、欧州のソブリン・リスクや金融システム不安などで海外景気の下振れ懸念により先行き不

透明な状況にありました。 

 このような状況の中で当社グループにおきましては、国内部門では主力市場のひとつであるリース・レンタルを

中心とした建設機械市場で、震災からの復興、電力供給不足や環境・エネルギー問題に関する対応として、小型自

動水中ポンプ、一般土木用水中ポンプ及びエンジン式高圧洗浄機などの売上は好調に推移しました。 

 設備機器市場においては、円高や海外経済不安など景気の先行き不透明感から公共工事関連向けの中・大型機種

の案件や水処理プラント市場及び工場設備市場などにおいて売上は低調に推移しました。  

 海外部門では、北米市場においては、前年に引き続き鉱山市場での大型水中ポンプやレンタル市場での小・中型

水中ポンプの売上が、アジア地域においては、インフラ整備の新規プロジェクトでの小・中型水中ポンプの売上が

順調に推移しました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百

万円（ ％）の増収、営業利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百万円（ ％）の増益、

経常利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百万円（ ％）の増益、四半期純利益は 百万

円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百万円（ ％）の増益となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。 

 これは、主に資産の部における受取手形及び売掛金の減少と、負債の部における支払手形及び買掛金の減少によ

るものであります。 

 純資産につきましては、当第３四半期末現在 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円増加しました。 

 これは、利益剰余金の増加によるものであります。 

 これらの結果、自己資本比率は ％（前連結会計年度末 ％）となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては平成23年５月16日に発表した数値から変更はありません。     

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

21,543 1,786

9.0 1,367 318 30.4

1,450 553 61.7 930

418 81.6

43,267 2,035

35,795 22

82.7 78.9
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,738 4,112

受取手形及び売掛金 13,181 10,949

有価証券 406 292

たな卸資産 5,367 6,067

その他 780 734

貸倒引当金 △57 △31

流動資産合計 24,416 22,125

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,618 7,120

その他（純額） 4,092 4,148

有形固定資産合計 10,710 11,268

無形固定資産 482 396

投資その他の資産   

投資有価証券 8,336 8,140

その他 1,398 1,349

貸倒引当金 △42 △13

投資その他の資産合計 9,693 9,477

固定資産合計 20,887 21,142

資産合計 45,303 43,267
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,809 3,588

未払法人税等 374 31

賞与引当金 570 291

その他 1,490 1,428

流動負債合計 7,246 5,339

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 500 500

引当金 416 418

その他 367 214

固定負債合計 2,284 2,132

負債合計 9,530 7,472

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,188 5,188

資本剰余金 7,896 7,896

利益剰余金 25,785 26,315

自己株式 △2,388 △2,389

株主資本合計 36,482 37,011

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △37 △258

繰延ヘッジ損益 5 5

為替換算調整勘定 △701 △985

その他の包括利益累計額合計 △733 △1,238

少数株主持分 23 22

純資産合計 35,772 35,795

負債純資産合計 45,303 43,267

株式会社鶴見製作所（6351）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

－4－



（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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 19,756 21,543

売上原価 13,778 15,086

売上総利益 5,977 6,457

販売費及び一般管理費 4,928 5,089

営業利益 1,049 1,367

営業外収益   

受取利息 127 114

受取配当金 49 55

持分法による投資利益 58 65

その他 46 106

営業外収益合計 281 341

営業外費用   

支払利息 27 19

為替差損 283 190

その他 123 49

営業外費用合計 433 259

経常利益 896 1,450

特別利益   

投資有価証券償還益 － 83

税金等調整前四半期純利益 896 1,534

法人税、住民税及び事業税 167 502

法人税等調整額 216 99

法人税等合計 383 601

少数株主損益調整前四半期純利益 512 932

少数株主利益 0 1

四半期純利益 512 930
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 512 932

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △63 △221

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △227 △276

持分法適用会社に対する持分相当額 △21 △8

その他の包括利益合計 △311 △507

四半期包括利益 201 424

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 201 425

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △0
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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