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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 5,467 △13.6 △25 ― △6 ― 4 △99.0
24年3月期第2四半期 6,329 33.2 387 213.5 382 264.7 472 420.7

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △58百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 367百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 0.53 ―
24年3月期第2四半期 52.34 ―

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

25年3月期第2四半期 10,929 5,609 51.3 621.88
24年3月期 10,005 5,713 57.1 633.29
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  5,609百万円 24年3月期  5,713百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 11,400 △6.4 40 △91.2 50 △89.1 40 △92.1 4.43



(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
半期連結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 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要因により
予想数値と異なる場合があります。詳細は、[添付資料］２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 9,143,200 株 24年3月期 9,143,200 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 122,491 株 24年3月期 121,892 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 9,021,051 株 24年3月期2Q 9,022,463 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我が国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景に緩やかな回復が続く一

方で、海外経済の減速等により輸出が減少し、景気は非常に厳しい状況で推移してまいりました。 

当社グループにおきましては、国内外の景気の減速から、関係する業界においても市場が低迷することで、受注

は低調に推移してまいりました。 

このような事業環境の中、お客様の要望にきめ細かく対応することで顧客満足度の向上を図るとともに、新規受

注獲得に向けた営業活動を推進しております。具体的には、世界各国で省エネルギー化となるインダクションモー

タの高効率規制が進んでいることから、市場ニーズに対応した高効率モータの開発を行い、販売促進を行っており

ます。 

また生産拠点の統廃合や生産性向上などの諸施策を実施し、業績回復に努めております。なお、本年５月の新宮

工場竣工により、第１四半期連結会計期間において機械設備の移設に伴う費用や消耗品などの経費が一時的に増加

しております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は54億67百万円（前年同期比86.4％）となり、営業損失は25百万

円（前年同期は３億87百万円の営業利益）、経常損失は６百万円（前年同期は３億82百万円の経常利益）となりま

した。また、四半期純利益は４百万円（前年同期比1.0％）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産・負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比べ９億23百万円増加し、109億29百万円と

なりました。主な内訳として受取手形及び売掛金は減少したものの、現金及び預金、建物及び構築物が増加したも

のであります。負債は前連結会計年度末と比べ10億26百万円増加し、53億19百万円となりました。主な内訳として

支払手形及び買掛金、１年内返済予定の長期借入金が増加したものであります。純資産は前連結会計年度末と比べ

１億３百万円減少し、56億９百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少ならびにマイナス要因のその他有

価証券評価差額金が増加したものであります。 

キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間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、11億円とな

り、前連結会計年度末と比較して２億90百万円の増加となりました。 

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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は３億72百万円（前年同期は99百万円の支出）となりました。これは主に１億98百

万円の減価償却費の計上、１億55百万円の仕入債務の増加によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は６億93百万円（前年同期は１億30百万円の支出）となりました。これは主に６億

70百万円の有形固定資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は６億11百万円（前年同期は３億21百万円の収入）となりました。これは主に７億

円の長期借入金の増加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 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は、当社グループが関係する業界では低調な状況で推移したこともあり、当

初計画を下回る水準となりました。第３四半期以降については、半導体製造装置業界の市場回復を見込んでおりま

したが、本格的な回復は期待されず、厳しい状況が続くものと考えられます。利益面においては、当第２四半期連

結累計期間は前述した売上高の減少要因により、当初計画を下回る減益となります。また第３四半期以降について

も同様に、低調な状況で推移するものと考えられます。 

 なお、現況の業績をふまえ平成24年10月23日付で「業績予想の修正に関するお知らせ」の開示を行っておりま

す。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

 該当事項はありません 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失および経常損失は7,162千円減少し、

税金等調整前四半期純利益は同額が増加しております。 

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

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 810,703 1,120,829

受取手形及び売掛金 4,233,397 4,108,370

商品及び製品 553,006 506,336

仕掛品 846,578 930,653

原材料及び貯蔵品 250,539 206,758

繰延税金資産 25,555 26,209

その他 180,437 163,522

貸倒引当金 △9,305 △1,948

流動資産合計 6,890,913 7,060,731

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,633,887 3,476,234

減価償却累計額 △1,961,658 △2,013,475

建物及び構築物（純額） 672,228 1,462,759

機械装置及び運搬具 4,184,419 3,933,593

減価償却累計額 △3,771,532 △3,424,318

機械装置及び運搬具（純額） 412,887 509,274

工具、器具及び備品 2,842,993 2,926,603

減価償却累計額 △2,678,523 △2,732,688

工具、器具及び備品（純額） 164,469 193,914

土地 531,953 533,453

リース資産 96,200 194,677

減価償却累計額 △13,843 △28,794

リース資産（純額） 82,357 165,883

建設仮勘定 291,563 21,266

有形固定資産合計 2,155,459 2,886,552

無形固定資産   

のれん 413 －

その他 80,134 75,384

無形固定資産合計 80,548 75,384

投資その他の資産   

投資有価証券 793,494 822,405

繰延税金資産 9,334 7,987

その他 81,966 82,243

貸倒引当金 △5,800 △5,800

投資その他の資産合計 878,995 906,836

固定資産合計 3,115,003 3,868,773

資産合計 10,005,916 10,929,505
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,125,803 2,370,963

短期借入金 290,600 290,600

1年内返済予定の長期借入金 25,900 183,976

未払法人税等 18,520 17,549

未払費用 311,554 311,327

設備移設引当金 40,454 6,618

その他 309,107 364,523

流動負債合計 3,121,940 3,545,557

固定負債   

長期借入金 174,100 688,998

繰延税金負債 9,517 9,517

製品補償引当金 10,300 9,984

退職給付引当金 849,706 870,656

負ののれん 32,288 31,211

その他 94,975 163,806

固定負債合計 1,170,887 1,774,174

負債合計 4,292,827 5,319,732

純資産の部   

株主資本   

資本金 871,600 871,600

資本剰余金 1,825,897 1,825,897

利益剰余金 3,075,016 3,034,686

自己株式 △39,217 △39,336

株主資本合計 5,733,295 5,692,847

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △45,341 △117,387

為替換算調整勘定 25,135 34,312

その他の包括利益累計額合計 △20,206 △83,074

純資産合計 5,713,089 5,609,772

負債純資産合計 10,005,916 10,929,505
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 6,329,233 5,467,847

売上原価 5,108,923 4,674,067

売上総利益 1,220,309 793,779

販売費及び一般管理費   

運搬費 122,749 102,608

従業員給料及び手当 262,908 266,584

退職給付費用 14,525 11,368

貸倒引当金繰入額 1,133 －

研究開発費 142,708 143,883

減価償却費 19,842 17,717

のれん償却額 496 413

その他 268,265 276,698

販売費及び一般管理費合計 832,628 819,275

営業利益又は営業損失（△） 387,680 △25,495

営業外収益   

受取利息 1,616 1,174

受取配当金 7,669 9,035

仕入割引 534 329

投資有価証券売却益 1,403 234

負ののれん償却額 1,076 1,076

貸倒引当金戻入額 － 7,309

その他 3,912 4,669

営業外収益合計 16,212 23,829

営業外費用   

支払利息 1,670 3,464

投資有価証券評価損 12,333 －

為替差損 6,433 737

その他 716 1,078

営業外費用合計 21,153 5,281

経常利益又は経常損失（△） 382,739 △6,947

特別利益   

固定資産売却益 － 23,809

退職給付制度改定益 107,918 －

特別利益合計 107,918 23,809

特別損失   

固定資産売却損 672 －

固定資産除却損 233 406

特別損失合計 906 406

税金等調整前四半期純利益 489,751 16,456

法人税、住民税及び事業税 17,957 10,537

法人税等調整額 △398 1,142

法人税等合計 17,558 11,679

四半期純利益 472,192 4,776
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

四半期純利益 472,192 4,776

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △109,059 △72,045

為替換算調整勘定 3,886 9,177

その他の包括利益合計 △105,172 △62,868

四半期包括利益 367,020 △58,091
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 489,751 16,456

減価償却費 177,406 198,022

のれん償却額 496 413

負ののれん償却額 △1,076 △1,076

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,064 △7,357

設備移設引当金の増減額（△は減少） － △33,836

製品補償引当金の増減額（△は減少） △3,200 △315

退職給付引当金の増減額（△は減少） △159,222 20,949

受取利息及び受取配当金 △9,286 △10,210

支払利息 1,670 3,464

為替差損益（△は益） 564 △5,699

有形固定資産売却損益（△は益） 672 △23,809

有形固定資産除却損 233 406

投資有価証券売却損益（△は益） △1,403 △234

投資有価証券評価損益（△は益） 12,333 －

売上債権の増減額（△は増加） △645,319 136,114

たな卸資産の増減額（△は増加） △336,080 13,575

仕入債務の増減額（△は減少） 382,371 155,685

未払金の増減額（△は減少） 31,832 △8,344

未払費用の増減額（△は減少） △26,439 △276

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,055 △62,453

その他 △705 △20,467

小計 △83,277 371,008

利息及び配当金の受取額 9,286 10,654

利息の支払額 △1,670 △4,098

法人税等の支払額 △23,676 △5,137

営業活動によるキャッシュ・フロー △99,337 372,426

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 － △20,000

有形固定資産の取得による支出 △133,863 △670,468

有形固定資産の売却による収入 360 31,383

無形固定資産の取得による支出 △12,000 △2,052

投資有価証券の取得による支出 △197,371 △105,095

投資有価証券の売却による収入 195,483 59,234

投資有価証券の償還による収入 16,065 14,158

その他 860 △277

投資活動によるキャッシュ・フロー △130,466 △693,116
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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） 370,000 －

長期借入れによる収入 － 700,000

長期借入金の返済による支出 － △27,026

自己株式の増減額（△は増加） △45 △118

配当金の支払額 △44,977 △44,901

リース債務の返済による支出 △3,357 △16,890

財務活動によるキャッシュ・フロー 321,618 611,063

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,298 △248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88,515 290,126

現金及び現金同等物の期首残高 829,102 810,703

現金及び現金同等物の四半期末残高 917,618 1,100,829

三相電機㈱（6518）平成25年３月期　第２四半期決算短信

－9－



 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。   

前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成

24年４月１日 至平成24年９月30日） 

 当社グループは、モータおよびポンプ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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