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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 1,910 △39.7 △140 ― △88 ― △246 ―
21年3月期第1四半期 3,167 ― 42 ― 24 ― 6 ―

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

22年3月期第1四半期 △27.34 ―
21年3月期第1四半期 0.73 ―

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

22年3月期第1四半期 9,004 5,186 57.6 574.59
21年3月期 9,503 5,379 56.6 595.94

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,186百万円 21年3月期  5,379百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― ― ―
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

3,860 △37.6 △220 ― △135 ― △310 ― △34.34

通期 7,970 △29.0 △210 ― △85 ― △290 ― △32.13
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4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想を修正し、本日「業績予想の修正に関するお知らせ」を別途公表しております。 
２．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４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 9,143,200株 21年3月期  9,143,200株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  116,438株 21年3月期  115,838株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 9,027,062株 21年3月期第1四半期 9,028,386株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年秋からの世界経済の後退により、外需に依存する日本

の経済構造を反映し、景気は引き続き非常に厳しい状況で推移してまいりました。 

当社グループにおいても同様に、昨年秋以降受注は急激に減少し、特に工作機械や半導体製造装置など機器組

込用のモータやポンプでは、企業の設備投資抑制を受け大幅な受注減少となりました。  

購買面においては、毎年高騰を続けていた原材料が直近では比較的安定した市場価格となることで、わずかに

製造原価を引き下げることができました。 

このような事業環境の中、受注量に見合う生産体制とする為に従業員の一時帰休制度を実施し、生産調整を行

うことで総人件費の圧縮を図るなど、諸経費削減に努めてまいりました。しかしながら、大幅な受注減少による

付加価値の減少をまかなうまでには至りませんでした。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は19億10百万円（前年同期比60.3％）となり、営業損失は１億

40百万円（前年同期は42百万円の営業利益）、経常損失は88百万円（前年同期は24百万円の経常利益）となりま

した。なお、早期退職者募集に伴う特別加算金および再就職支援に関わる費用１億55百万円を特別損失として計

上したことから、四半期純損失は２億46百万円（前年同期は６百万円の四半期純利益）となりました。 

品目別の状況は、次のとおりであります。 

①モータ 

モータ関連では、欧州で堅調に推移していたエアコン用モータが大幅な受注減少となったことに加え、工作機

械用やポンプ用モータなどが総じて受注減少となり、売上高は９億62百万円（前年同期比51.2％）となりまし

た。 

②ポンプ 

ポンプ関連では、自社ブランドの市販ポンプは軽微な減少幅で推移してまいりましたが、海外向けのポンプや

半導体製造装置組込用、住宅設備機器用ポンプなどでは大幅に受注は減少し、売上高は９億48百万円（前年同期

比73.6％）となりました。 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①日本 

国内では、前述のとおり各分野のモータ・ポンプとも受注が減少したこともあり、売上高は17億52百万円（前

年同期比63.2％）となりました。利益面では人件費をはじめ諸経費の削減に努めてまいりましたが、大幅な受注

減少要因をまかなえず１億７百万円の営業損失（前年同期は44百万円の営業利益）となりました。 

②中国 

中国では、欧州向けエアコン用モータの受注が大幅に減少したこともあり、売上高は１億58百万円（前年同期

比40.2％）となりました。利益面では、日本国内と同様に諸経費の削減を進めてきましたが、急激な受注減少を

まかなえず34百万円の営業損失（前年同期は３百万円の営業損失）となりました。  

  

（１）資産・負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ４億98百万円減少し、90億４百万円となりま

した。主な内訳として現金及び預金、投資有価証券の増加があったものの受取手形及び売掛金、たな卸資産が減

少したものであります。負債は前連結会計年度末と比べ３億４百万円減少し、38億18百万円となりました。主な

内訳として支払手形及び買掛金が減少したものであります。純資産は前連結会計年度末と比べ１億93百万円減少

し、51億86百万円となりました。これは主に四半期純損失の計上によるものであります。     

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四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、18億32

百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億１百万円の増加となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（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２億31百万円（前年同期は７百万円の収入）となりました。これは主に１億円

の減価償却費の計上、６億円の売上債権の減少、１億56百万円のたな卸資産の減少、１億46百万円の未払金の増

加等の増加要因が、２億44百万円の税金等調整前四半期純損失の計上、94百万円の退職給付引当金の減少、４億

２百万円の仕入債務の減少等の減少要因に相殺されたものであります。 

（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53百万円（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80百万

円の投資有価証券の取得、22百万円の有形固定資産の取得等の減少要因が、50百万円の定期預金の払戻等による

増加要因に相殺されたものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は19万円（前年同期は73万円の支出）となりました。これは主に自己株式の取得

等の減少要因によるものであります。  

  

当社グループを取り巻く環境は、世界経済が低迷するなか、縮小した市場での受注獲得に向けた企業間の競争

が一段と激化しております。この様な状況下、省エネルギーで高効率な製品開発を行い、環境適合製品としての

優位性を築き受注を確保するとともに、マイクロバブル発生装置などのユニット製品を開発・販売し、新たな市

場を開拓してまいります。 

また、早急な受注回復が見込めないことから、平成21年６月17日付で「早期退職者の募集に関するお知らせ」

を公表したように、生産体制を再構築するとともに総人件費の圧縮を進め、業績回復に努めております。 

なお、連結業績予想につきましては、平成21年５月15日付「平成21年３月期決算短信」で公表いたしました業

績予想を修正しております。修正の内容につきましては、本日付で「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表

しております。また、早期退職者募集の結果につきましては、平成21年７月24日付で「早期退職者募集の結果及

び特別損失の発生に関するお知らせ」を公表しておりますので、そちらをご参照下さい。 

連結業績予想については、本資料発表日現在において入手可能な情報および、将来の業績に影響を与える不確

実な要因にかかわる予想を前提としており、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能

性があります。  

  

 該当事項はありません。   

・簡便な会計処理 

  法人税等の算定方法 

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

    

 該当事項はありません。  

役員退職慰労引当金 

 当社は従来、役員の退職慰労金の支払いに充てるため、内規に基づき、期末要支給額を計上しておりました

が、平成21年６月20日開催の第52回定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給が決議

されました。これにより当第１四半期連結会計期間において、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支

給額の未払い分（37,499千円）については長期未払金として固定負債に表示しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）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

（３）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

（４）追加情報
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,832,228 1,680,386

受取手形及び売掛金 2,803,654 3,390,287

商品及び製品 579,053 702,425

仕掛品 401,402 396,208

原材料及び貯蔵品 195,211 207,397

前払費用 11,385 5,706

繰延税金資産 1,622 1,147

その他 78,100 64,130

貸倒引当金 △6,141 △1,278

流動資産合計 5,896,517 6,446,411

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,843,012 2,830,938

減価償却累計額 △1,985,212 △1,961,708

建物及び構築物（純額） 857,800 869,229

機械装置及び運搬具 5,164,493 5,148,894

減価償却累計額 △4,440,912 △4,401,468

機械装置及び運搬具（純額） 723,580 747,425

工具、器具及び備品 3,186,229 3,153,143

減価償却累計額 △2,922,726 △2,872,358

工具、器具及び備品（純額） 263,502 280,785

土地 531,953 531,953

建設仮勘定 16,809 21,164

有形固定資産合計 2,393,645 2,450,559

無形固定資産   

のれん 3,142 3,390

その他 92,703 89,040

無形固定資産合計 95,846 92,431

投資その他の資産   

投資有価証券 531,806 426,745

繰延税金資産 11,918 11,642

その他 90,500 90,469

貸倒引当金 △15,250 △15,250

投資その他の資産合計 618,976 513,607

固定資産合計 3,108,468 3,056,597

資産合計 9,004,986 9,503,009
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,317,132 1,694,180

短期借入金 254,000 254,000

未払法人税等 9,283 17,049

未払費用 379,698 316,471

その他 348,202 227,486

流動負債合計 2,308,317 2,509,188

固定負債   

繰延税金負債 10,130 10,130

製品補償引当金 10,165 10,632

退職給付引当金 1,414,019 1,508,769

役員退職慰労引当金 － 45,775

負ののれん 38,207 38,745

長期未払金 37,499 －

固定負債合計 1,510,021 1,614,053

負債合計 3,818,338 4,123,241

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 2,451,671 2,698,428

自己株式 △38,007 △37,890

株主資本合計 5,111,161 5,358,034

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,357 △26,945

為替換算調整勘定 84,843 48,679

評価・換算差額等合計 75,485 21,733

純資産合計 5,186,647 5,379,767

負債純資産合計 9,004,986 9,503,009

三相電機㈱（6518） 平成22年３月期 第１四半期決算短信

－6－



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,167,595 1,910,293

売上原価 2,711,802 1,685,268

売上総利益 455,792 225,025

販売費及び一般管理費   

運搬費 61,282 36,547

従業員給料及び手当 135,918 119,763

退職給付費用 11,014 10,920

役員退職慰労引当金繰入額 1,711 －

貸倒引当金繰入額 － 5,954

研究開発費 74,044 64,449

減価償却費 10,019 10,799

のれん償却額 248 248

その他 118,859 116,522

販売費及び一般管理費合計 413,098 365,205

営業利益又は営業損失（△） 42,693 △140,180

営業外収益   

受取利息 4,587 267

受取配当金 863 655

仕入割引 2,651 327

為替差益 － 31,219

投資有価証券評価益 7,382 8,770

負ののれん償却額 538 538

その他 1,788 11,324

営業外収益合計 17,811 53,102

営業外費用   

支払利息 496 1,437

為替差損 35,082 －

営業外費用合計 35,578 1,437

経常利益又は経常損失（△） 24,926 △88,515

特別損失   

固定資産除却損 146 959

割増退職金 － 155,166

貸倒引当金繰入額 1,465 －

たな卸資産評価損 12,029 －

特別損失合計 13,640 156,126

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

11,286 △244,641

法人税、住民税及び事業税 7,090 2,867

法人税等調整額 △2,390 △751

法人税等合計 4,700 2,115

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,586 △246,756
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

11,286 △244,641

減価償却費 121,228 100,046

のれん償却額 248 248

負ののれん償却額 △538 △538

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,465 4,863

製品補償引当金の増減額（△は減少） △262 △467

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,660 △94,750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △808 △45,775

受取利息及び受取配当金 △5,451 △922

支払利息 496 1,437

為替差損益（△は益） 14,272 △33,392

有形固定資産除却損 146 959

投資有価証券評価損益（△は益） △7,382 △8,770

売上債権の増減額（△は増加） △192,498 600,401

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,614 156,501

仕入債務の増減額（△は減少） 72,949 △402,410

未払金の増減額（△は減少） △71,159 146,685

未払費用の増減額（△は減少） 83,707 63,227

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,061 △16,816

長期未払金の増減額（△は減少） － 37,499

その他 △14,661 △23,109

小計 25,054 240,278

利息及び配当金の受取額 1,412 1,008

利息の支払額 △496 △1,437

法人税等の支払額 △18,029 △7,999

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,941 231,849

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 50,000

有形固定資産の取得による支出 △131,132 △22,809

無形固定資産の取得による支出 － △1,500

投資有価証券の取得による支出 △1,572 △80,065

投資有価証券の償還による収入 2,179 1,362

敷金及び保証金の差入による支出 △467 △165

敷金及び保証金の回収による収入 － 134

投資活動によるキャッシュ・フロー △130,992 △53,043

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の増減額（△は増加） △721 △116

配当金の支払額 △14 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー △736 △197
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,398 23,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △136,186 201,842

現金及び現金同等物の期首残高 1,410,479 1,630,386

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,274,293 1,832,228
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して同種、同系列の電気機械

器具を専ら製造販売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。   

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、当社および連結子会社の所在国によっております。 

   ２．会計処理の方法の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日）を適用しております。これにより、営業利益が、日本で3,738千円減少しており

ます。 

３．追加情報 

 当社および国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を４～11年としておりました

が、法人税法の改正を契機として経済的耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結会計期間よ

り、４～９年に変更しております。これにより、営業利益が、日本で11,055千円減少しておりま

す。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
中国 

（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  2,774,042  393,553  3,167,595  －  3,167,595

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 94,221  230,616  324,837 (324,837)  －

計  2,868,263  624,169  3,492,433 (324,837)  3,167,595

営業利益又は営業損失

（△） 
 44,801  △3,632  41,168  1,524  42,693
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     当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  （注） 国又は地域の区分は、当社および連結子会社の所在国によっております。 

    

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国および地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア ……… 中国、マレーシア、台湾、韓国 

(2）欧州 ………… ベルギー、イタリア 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国および地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア ……… 中国、マレーシア、台湾、韓国 

(2）欧州 ………… ベルギー、イタリア 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。   

  

 該当事項はありません。 

  
日本 

（千円） 
中国 

（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  1,752,226  158,066  1,910,293  －  1,910,293

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 11,733  77,357  89,090 (89,090)  －

計  1,763,960  235,424  1,999,384 (89,090)  1,910,293

営業損失（△）  △107,146  △34,375  △141,522  1,342  △140,180

〔海外売上高〕

  アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  459,668  159,830  7,011  626,510

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  3,167,595

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 14.5  5.0  0.2  19.8

  アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  180,328  37,066  11,924  229,320

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,910,293

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 9.4  1.9  0.6  12.0

（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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