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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 26,104 10.4 2,780 64.6 3,373 45.6 2,084 44.0
25年3月期第3四半期 23,644 9.8 1,689 23.5 2,316 59.8 1,447 55.6

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 3,378百万円 （85.7％） 25年3月期第3四半期 1,819百万円 （328.2％）

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 83.25 ―
25年3月期第3四半期 57.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 53,942 43,707 79.9
25年3月期 51,921 40,810 77.7
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 43,112百万円 25年3月期 40,341百万円

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00
26年3月期 ― 8.00 ―
26年3月期（予想） 8.00 16.00

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 ： 有  

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 36,000 2.4 3,000 3.7 3,800 0.1 2,400 1.0 95.84



(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 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※ 注記事項

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 27,829,486 株 25年3月期 27,829,486 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 2,787,855 株 25年3月期 2,782,792 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 25,043,761 株 25年3月期3Q 25,049,366 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、政府による経済・金融緩和政策の効果を背景として企業収益

の改善や個人消費の持ち直しなど緩やかな景気の回復が見られ、円安・株高の進行による景況感も好転で推移しま

した。 

  一方海外においては、米国経済は緩やかに回復傾向にあるものの、欧州においては債務問題に起因した景気低迷

が長期化し、また新興国経済の成長鈍化など世界経済の下振れによる影響が懸念され、全体としては依然として先

行き不透明な状況で推移しました。 

  このような状況の中で当社グループは、国内部門では、建設機械市場において引き続き震災復興関連工事や節

電・省エネタイプ及びゲリラ豪雨の復旧、対策用の水中ポンプの売上が順調に推移しました。設備機器市場におい

ては、工具工場向けの売上は堅調に推移しましたが、プラント及び浄化槽関連向けの汎用ポンプの売上は、ほぼ前

年並みとなりました。管材関連向けの汎用水中ポンプも住宅関連の好調さもあり売上が伸長しましたが、官公庁向

け案件の売上は伸び悩みました。 

 海外部門においては、北米市場では引き続き鉱山市場の需要減少の影響を受け売上は低迷しましたが、建設機械

市場では住宅着工件数の増加の影響を受け売上は好調に推移し、レンタル市場、ビル設備市場においても売上は伸

長しました。アジア市場では引き続き建設インフラ整備の需要により売上は堅調に推移しました。 

 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）財政状態に関する説明 

 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 百万円増加しました。 

 これは、主に現金及び預金の増加 百万円とたな卸資産の増加 百万円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、主に利益剰余金の増加 百万円とその他有価証券評価差額金の増加 百万円及び為替換算調整勘定

の増加 百万円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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、国内における震災復興関連工事や節電・省エネ向け水中ポンプ等の需要増加、及

び海外でのアジア市場におけるインフラ整備に伴う水中ポンプの需要増加等により売上が堅調に推移しており、利

益面でも、売上の増加、経費節減効果、また為替レートが円安基調であり、経常利益、当期純利益ともに前回発表

予想を上回ると予想されることから平成25年５月17日に発表した平成26年３月期通期連結業績予想を修正すること

といたしました。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

26,104 2,459

10.4 2,780 1,091 64.6

3,373 1,056 45.6

2,084 637 44.0

53,942 2,020

1,349 749

43,707 2,896

1,634 464

679

79.9 77.7
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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 4,170 5,520

受取手形及び売掛金 14,619 14,058

有価証券 947 658

たな卸資産 6,551 7,301

その他 1,307 1,046

貸倒引当金 △39 △43

流動資産合計 27,557 28,542

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,257 7,347

その他（純額） 4,464 4,440

有形固定資産合計 11,722 11,787

無形固定資産 613 668

投資その他の資産   

投資有価証券 10,163 10,892

その他 1,878 2,063

貸倒引当金 △13 △10

投資その他の資産合計 12,029 12,944

固定資産合計 24,364 25,400

資産合計 51,921 53,942
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（単位：百万円）

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 4,747 4,403

未払法人税等 957 180

賞与引当金 753 323

その他 1,805 2,293

流動負債合計 8,264 7,200

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 500 500

引当金 402 412

その他 944 1,122

固定負債合計 2,846 3,034

負債合計 11,111 10,235

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 29,092 30,726

自己株式 △2,392 △2,397

株主資本合計 39,784 41,414

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 699 1,163

繰延ヘッジ損益 1 －

為替換算調整勘定 △144 535

その他の包括利益累計額合計 556 1,698

少数株主持分 469 594

純資産合計 40,810 43,707

負債純資産合計 51,921 53,942
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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：百万円）

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 23,644 26,104

売上原価 16,618 17,733

売上総利益 7,026 8,371

販売費及び一般管理費 5,336 5,590

営業利益 1,689 2,780

営業外収益   

受取利息 126 200

受取配当金 63 80

為替差益 174 320

その他 338 89

営業外収益合計 702 690

営業外費用   

支払利息 20 20

有価証券運用損 － 56

その他 54 21

営業外費用合計 74 97

経常利益 2,316 3,373

税金等調整前四半期純利益 2,316 3,373

法人税、住民税及び事業税 767 984

法人税等調整額 99 222

法人税等合計 867 1,206

少数株主損益調整前四半期純利益 1,449 2,166

少数株主利益 1 82

四半期純利益 1,447 2,084
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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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,449 2,166

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 140 464

繰延ヘッジ損益 △1 △1

為替換算調整勘定 231 749

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 －

その他の包括利益合計 370 1,212

四半期包括利益 1,819 3,378

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,816 3,227

少数株主に係る四半期包括利益 3 151

㈱鶴見製作所（6351）　平成26年３月期　第３四半期決算短信

－6－



  該当事項はありません。   

   

  該当事項はありません。 

   

（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）
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