
平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成26年1月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名三相電機株式会社 上場取引所 東
コード番号6518 URL http://www.sanso-elec.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 黒田 直樹
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 岡本 富男 TEL 079-266-1200
四半期報告書提出予定日 平成26年2月7日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 8,900 5.6 △15 ― 53 61.3 38 671.1
25年3月期第3四半期 8,426 △9.7 △5 ― 33 △92.1 5 △99.0

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 182百万円 （650.4％） 25年3月期第3四半期 24百万円 （△93.7％）

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

26年3月期第3四半期 4.28 ―
25年3月期第3四半期 0.56 ―

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

26年3月期第3四半期 11,550 6,052 52.4 670.96
25年3月期 11,368 5,915 52.0 655.74
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 6,052百万円 25年3月期 5,915百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 12,040 6.0 30 △3.7 80 △44.2 30 △74.5 3.33



(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ページの「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 9,143,200 株 25年3月期 9,143,200 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 122,746 株 25年3月期 122,746 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 9,020,454 株 25年3月期3Q 9,020,949 株
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（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けるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融政策効果が下支えするなかで、

円安・株高を背景に緩やかな回復基調が続いております。一方で輸入資材や原油などの価格上昇、新興国の成長鈍

化や海外景気の下振れが、景気を下押しする要因となり、経営環境は明るい兆しを見せながらも依然として不透明

な状況で推移してまいりました。 

当社グループにおいては、関係する各業界とも第２四半期までは、本格的な需要回復までには至っておりません

でしたが、第３四半期以降では消費税増税にともなう駆け込み需要を見越し受注は増加傾向となりました。しかし

ながら円安による輸入材料の高騰が、コストを押し上げる要因となり、厳しい経営環境が続くこととなりました。

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り新規受注獲得に向

けた営業活動を推進しております。また円安による輸入コストの上昇分を販売価格に転嫁するべくお客様との交渉

を行なうとともに、生産性の向上や諸経費の削減を進め業績向上に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は89億円（前年同期比105.6％）となり、営業損失は15百万円

（前年同期は５百万円の営業損失）、経常利益は53百万円（前年同期比161.3％）となりました。また四半期純利

益は38百万円（前年同期比771.1％）となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

当第３四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１億82百万円増加し、115億50百万円と

なりました。主な内訳として商品及び製品ならびに投資有価証券が減少した一方、受取手形及び売掛金ならびに仕

掛品が増加したことによるものであります。負債は前連結会計年度末と比べ44百万円増加し、54億98百万円となり

ました。主な内訳として長期借入金が減少した一方、支払手形及び買掛金が増加したことによるものであります。

純資産は前連結会計年度末と比べ１億37百万円増加し、60億52百万円となりました。これは為替換算調整勘定が増

加したことによるものであります。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当連結会計年度の売上高は、第３四半期以降において、消費税増税前の駆け込み需要を見越して一部民生用機器

製造メーカからの受注が増加傾向で推移し、また、半導体製造装置向けにおいても受注が増加してまいりました。

第４四半期においても第３四半期の受注状況が継続するものと見込まれ、売上高は増加するものと見込まれます。

 一方、利益面においては円安による輸入材料のコストが高止まりすることで国内グループ会社では営業利益の大

幅改善は厳しいものの、海外連結子会社においては営業利益が増加する状況と見込まれます。しかしながら昨今の

為替ならびに株価の変動を見る限り不透明なリスク要因もあり、利益面に与える影響は不確定な状況にあります。

 通期の連結業績予想につきましては、現時点では「平成26年３月期第２四半期連結累計期間業績予想値と実績値

との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」で開示（平成25年10月31日）しております通期連結業

績予想を据え置き、変更しておりません。今後修正が必要となった場合には、速やかに開示致します。 

（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 

 該当事項はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,189,259 1,178,765

受取手形及び売掛金 4,280,834 4,427,609

商品及び製品 622,515 557,534

仕掛品 882,714 982,031

原材料及び貯蔵品 207,299 229,583

繰延税金資産 79,652 107,019

その他 161,971 132,388

貸倒引当金 △1,808 △46

流動資産合計 7,422,440 7,614,886

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,538,765 3,622,238

減価償却累計額 △2,085,008 △2,192,715

建物及び構築物（純額） 1,453,756 1,429,522

機械装置及び運搬具 3,995,134 4,042,652

減価償却累計額 △3,485,017 △3,538,897

機械装置及び運搬具（純額） 510,116 503,755

工具、器具及び備品 3,000,064 3,146,240

減価償却累計額 △2,799,289 △2,908,909

工具、器具及び備品（純額） 200,774 237,331

土地 528,886 528,886

リース資産 298,064 360,498

減価償却累計額 △51,908 △92,489

リース資産（純額） 246,156 268,008

建設仮勘定 12,179 7,124

有形固定資産合計 2,951,870 2,974,628

無形固定資産   

その他 75,316 77,686

無形固定資産合計 75,316 77,686

投資その他の資産   

投資有価証券 886,621 852,168

繰延税金資産 6,849 5,862

その他 28,622 28,672

貸倒引当金 △3,300 △3,300

投資その他の資産合計 918,794 883,404

固定資産合計 3,945,980 3,935,719

資産合計 11,368,421 11,550,605
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,370,005 2,545,721

短期借入金 390,600 390,600

1年内返済予定の長期借入金 194,456 194,456

未払費用 274,449 221,073

未払法人税等 43,841 13,256

その他 319,166 375,942

流動負債合計 3,592,519 3,741,050

固定負債   

長期借入金 632,970 472,128

リース債務 207,594 220,820

繰延税金負債 21,956 41,508

製品補償引当金 50,984 38,150

退職給付引当金 892,214 931,036

負ののれん 30,135 28,521

その他 24,990 24,990

固定負債合計 1,860,845 1,757,155

負債合計 5,453,364 5,498,206

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 3,147,675 3,141,213

自己株式 △39,386 △39,386

株主資本合計 5,805,786 5,799,324

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,920 45,336

為替換算調整勘定 90,349 207,738

その他の包括利益累計額合計 109,270 253,074

純資産合計 5,915,056 6,052,398

負債純資産合計 11,368,421 11,550,605
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 8,426,967 8,900,997

売上原価 7,204,383 7,704,894

売上総利益 1,222,584 1,196,103

販売費及び一般管理費   

運搬費 164,434 175,939

従業員給料及び手当 398,861 367,267

退職給付費用 16,960 18,611

研究開発費 208,572 208,392

減価償却費 26,702 25,599

のれん償却額 413 －

その他 412,248 415,583

販売費及び一般管理費合計 1,228,193 1,211,393

営業損失（△） △5,609 △15,290

営業外収益   

受取利息 1,902 2,078

受取配当金 13,902 29,015

投資有価証券売却益 10,798 37,527

負ののれん償却額 1,614 1,614

その他 18,028 11,246

営業外収益合計 46,245 81,482

営業外費用   

支払利息 6,310 7,888

その他 1,078 4,670

営業外費用合計 7,389 12,559

経常利益 33,246 53,632

特別利益   

固定資産売却益 21,581 2,723

特別利益合計 21,581 2,723

特別損失   

固定資産除却損 4,689 1,076

特別損失合計 4,689 1,076

税金等調整前四半期純利益 50,138 55,280

法人税、住民税及び事業税 19,667 37,529

法人税等調整額 25,459 △20,889

法人税等合計 45,126 16,639

四半期純利益 5,011 38,640
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

四半期純利益 5,011 38,640

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 25,370 26,415

為替換算調整勘定 △6,069 117,388

その他の包括利益合計 19,301 143,804

四半期包括利益 24,312 182,444
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 該当事項はありません。   

 該当事項はありません。     

前第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31日）および当第３四半期連結累計期間（自平

成25年４月１日 至平成25年12月31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。 

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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