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１．平成20年3月期の連結業績（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年3月期 72,070 (△0.4) 10,092 (6.6) 10,715 (1.6) 6,304 (4.1)

19年3月期 72,349 (11.4) 9,464 (11.9) 10,550 (13.3) 6,058 (14.7)

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年3月期 165 48 164 51 8.4 11.5 14.0

19年3月期 160 31 159 31 8.6 11.2 13.1

（参考）持分法投資損益 20年3月期 －百万円 19年3月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

20年3月期 92,981 76,610 82.4 2,003 87

19年3月期 94,070 72,791 77.4 1,912 83

（参考）自己資本 20年3月期 76,586百万円 19年3月期 72,768百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年3月期 9,223 △1,577 △1,773 19,975

19年3月期 6,438 2,920 △9,813 14,108

２．配当の状況

1株当たり配当金
配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率 
　（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年3月期 21 00 26 00 47 00 1,781 29.3 2.5
20年3月期 24 00 25 00 49 00 1,869 29.6 2.5

21年3月期（予想） 24 00 26 00 50 00 － 34.0 －

 (注) 20年3月期の期末配当金の内訳 特別配当 1円00銭

３．平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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）

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 38,000 (9.4) 4,500 (△1.2) 4,900 (△5.4) 2,800 (△9.5) 73 50

通期 76,000 (5.5) 9,000 (△10.8) 9,800 (△8.5) 5,600 (△11.2) 146 99
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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）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

①　会計基準等の改正に伴う変更　：有

②　①以外の変更　　　　　　　　：無

（注）詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び「表示方法の変更」をご覧くだ

さい。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年3月期 41,763,704株 19年3月期 41,763,704株

②　期末自己株式数 20年3月期 3,544,347株 19年3月期 3,721,217株

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「1株当たり情報」をご覧く

ださい。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年3月期の個別業績（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年3月期 51,057 (△2.3) 5,814 (0.0) 7,495 (△3.7) 4,379 (△14.8)

19年3月期 52,277 (10.6) 5,813 (8.2) 7,785 (6.7) 5,142 (25.4)

1株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年3月期 114 96 114 28

19年3月期 136 08 135 24

(2）個別財政状態

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

20年3月期 80,555 66,577 82.6 1,741 98

19年3月期 82,222 64,638 78.6 1,699 11

（参考）自己資本 20年3月期 66,577百万円 19年3月期 64,638百万円

※　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予想等につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの

　であり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

　業績予想に関する事項は、添付資料の4ページをご参照ください。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

①　当期の経営成績

　　当期におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善を背景に設備投資や個人消費が増加基調で推移しました

　が、下期にはサブプライム住宅ローン問題を背景とする米国経済の減速や原油・原材料高の影響などから、景気が減

　速し先行きに不透明感が広がりました。

　　小型貫流ボイラー業界におきましても、エネルギー価格の上昇や企業の業況判断の悪化などにより設備投資の伸び

　が鈍化し、ボイラー需要は前期の水準を下回りました。

　　このような状況の中で当社グループは、省エネルギー、省力化や温室効果ガスの排出削減の提案などお客様のニー

　ズにお応えするソリューションビジネスを積極的に展開し、業績の向上に取り組んでまいりました。メンテナンスで

　は、お客様の信頼にお応えするため「ベストパートナー戦略」を推進し、テクノサービスの提供に努めてまいりまし

　た。また、今後グローバルな成長を続けるための新製品開発投資や品質・生産性向上のための設備投資を積極的に実

　施してまいりました。

　　当期の連結業績につきましては、舶用補助ボイラーが大幅に伸長し、メンテナンスも順調に推移しましたが、小型

　ボイラーが減少したことにより、売上高は720億7千万円と前期（723億4千9百万円）に比べ0.4％減となりました。

　　利益面につきましては、海外事業や水処理事業など将来の成長基盤構築のための費用や、設備投資に伴う減価償却

  費などが増加しましたが、メンテナンス事業の増益に加え、生産性向上や経費削減等に取り組んだ結果、営業利益は

　100億9千2百万円と前期（94億6千4百万円）に比べ6.6％増、経常利益は107億1千5百万円と前期（105億5千万円）に

　比べ1.6％増、当期純利益は63億4百万円と前期（60億5千8百万円）に比べ4.1％増となりました。

②　事業の種類別セグメントの概況

［ボイラー等販売事業］

　　小型貫流ボイラー及び関連機器は、海外においては販売体制強化により増収となりましたが、国内では天然ガスの

　供給不足から主力のガス焚き小型ボイラーが減少し、また、設備投資が横ばいとなったことにより、食品、機械、化

　学業界向けなどが減少し、全般的に低調に推移したため、減収となりました。

　　水管ボイラーは、コージェネ用排熱ボイラーが原油高の影響などから減少しましたが、舶用補助ボイラーが新造船

　需要の拡大などを背景に引き続き好調に推移したことにより、増収となりました。冷熱機器は、医療用滅菌器がほぼ

　横ばいとなりましたが、食品用冷却機が減少したため、減収となりました。

　　水処理装置及びボイラー用薬品は、ボイラー用薬品が堅調に推移しましたが、システム軟水装置がほぼ横ばいとな

　り、水質改質装置が減少したため、減収となりました。

　　この結果、当事業の売上高は484億1千万円と前期（502億4千2百万円）に比べ3.6％減となりました。

［メンテナンス事業］

　　メンテナンスにおきましては、メンテナンス人員の増強を図って、大手工場などMI（ボイラー多缶設置）ユーザー

　へのサービス強化などを推進し、メンテナンス再契約の受注確保に努めたことにより、ZMP（3年間有償保守管理）契

　約やメンテナンスリースが順調に推移しました。また、舶用補助ボイラーや冷熱機器のメンテナンス売上も伸長した

  ことにより、当事業の売上高は236億6千万円と前期（221億6百万円）に比べ7.0％増となりました。

③  次期の見通し

  　次期の見通しにつきましては、わが国経済は、円高や原油高の影響などにより、景気回復はこのところ足踏み状態

　となりましたが、先行きについては、設備投資や個人消費が底堅く推移し、輸出も増加基調を続けていくとみられる

　ことから、景気の緩やかな回復が期待されます。

　　小型貫流ボイラー業界におきましては、地球温暖化防止に貢献するガス焚き小型ボイラーに強いニーズがあるもの

　の、エネルギー需給の動向など不透明感があり、市場の環境は、当面、厳しい状況が続くものと予想されます。

 　 このような状況の中で当社グループは、「お客様最優先・安全最優先企業」を目指して、顧客満足を第一に品質や

　技術力の向上に取り組むとともに、製造原価のコストダウンや販売促進費の効率化など経費削減に努めてまいりま

　す。

　　ボイラー等販売事業では、小型ボイラーを中心に開発からメンテナンスまで長年培った総合力を活かし、お客様に

　対して省エネルギーや環境汚染物質の排出削減などソリューションの提案営業を強化推進してまいります。

　　また、水処理事業では、軟水、純水、脱気、ろ過など工場用水の水処理に関する新しい事業モデルを開発・展開　

  し、水処理事業の成長を図ってまいります。

　　メンテナンス事業では、「ベストパートナー戦略」を推進し、お客様との信頼関係の強化を図って、メンテナンス

　契約の拡大に努めてまいります。

　　海外事業では、小型貫流ボイラーを始め当社グループ製品のグローバルな展開を図るため、アジア、北米を重点に

　技術、人材、事業モデルなど経営資源を積極的に投入し、営業強化を進めてシェアの拡大に取り組んでまいります。
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　　当社は、平成20年4月1日をもって、株式会社三浦プロテック及び三浦インターナショナル株式会社を吸収合併いた

　しました。この合併により新事業本部体制の下に技術・ノウハウ・ビジネスモデルの共有化や人的資源の活用を促進

　し、グローバルな成長を加速させてまいります。

　　以上により、平成21年3月期の通期業績につきましては、売上高は増収を計画しておりますが、利益面では、鋼材

　などの値上がりによるコストアップ、人員増強による人件費や金型など減価償却費の増加、年金資産の運用悪化に伴

　う年金費用の負担増など、増収や価格改定の効果を考慮しても吸収を上回る費用の発生が見込まれることから減益を

  予想しております。

【連結業績見通し】

　　売上高　　　　　　  760億円　　　　　（前期比　 5.5％増）

　　営業利益　　　　　　 90億円　　      （前期比　10.8％減）

　　経常利益　　　　　　 98億円　　　　　（前期比　 8.5％減）

　　当期純利益　　　　　 56億円　　　　　（前期比　11.2％減）

なお、年間配当金は1株当たり50円(中間24円、期末26円)を予定しております。

　　(注)当社は、平成20年4月1日付で株式会社三浦プロテック及び三浦インターナショナル株式会社を吸収合併いたしま

　　　　した。この2社は連結子会社であったため、連結業績に与える影響はありません。

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債、純資産の状況

　　当期末の総資産は、前期末に比べ10億8千8百万円減少し、929億8千1百万円となりました。流動資産は、譲渡性預

  金による資金運用を増加させたため有価証券が増加しましたが、売上債権の回収に伴う受取手形及び売掛金の減少

  や有形固定資産の取得による現金及び預金の減少により、21億1千9百万円の減少となりました。一方、固定資産

  は、建物及び構築物など有形固定資産が増加したことにより、10億3千1百万円の増加となりました。

　　負債は、主に賞与引当金が減少したことにより、前期末に比べ49億7百万円減少し、163億7千1百万円となりまし

　た。

　　純資産は、主に当期純利益63億4百万円を計上したことにより、前期末に比べ38億1千9百万円増加し、766億1千万

　円となりました。

②  キャッシュ・フローの状況

　　当期末における現金及び現金同等物は、前期末と比べ58億6千7百万円増加し、199億7千5百万円となりました。当

　期における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　　営業活動によるキャッシュ・フローは、前期と比べ27億8千4百万円増加し、92億2千3百万円の収入となりまし　

　た。これは主に売上債権及びたな卸資産の減少による資金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・フローは、前期と比べ44億9千8百万円減少し、15億7千7百万円の支出となりまし

　た。これは主に、投資有価証券の売却・償還による収入が前期と比べ減少したことによるものであります。

　　財務活動によるキャッシュ・フローは、前期と比べ支出が80億4千万円減少し、17億7千3百万円の支出となりまし

　た。これは主に、前期において社債の満期償還による支出があったことによるものであります。
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 　なお、キャッシュ・フロー関連指標のトレンドは、次のとおりであります。

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期

自己資本比率 69.9％ 71.7％ 77.4％ 82.4％

時価ベースの
自己資本比率

90.5％ 120.6％ 123.7％ 92.7％

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率

188.0％ 150.0％ 2.8％ 0.5％

インタレスト・カバ
レッジ・レシオ

27.0 33.9 36.7 13,285.6

 （注）自己資本比率：自己資本／総資産

　　　 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

       １．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

       ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により計算しております。

       ３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と 

           しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

           おります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、利益配分につきましては、安定的な配当の継続を基本に、経営基盤の強化と将来の事業展開に備えるた

め内部留保の充実を図りつつ、会社の業績に対応した適正な利益還元を行うことが望ましいと考えております。こ

の方針に従って、剰余金の配当は連結での配当性向30％を目処として、連結業績や財務状況等を総合的に勘案しな

がら決定し、配当水準の向上に努めてまいりたいと存じます。

　内部留保金は、グローバルな事業拡大を図るための新技術・新製品への研究開発や生産・販売体制の構築、リー

ス事業の展開など主に事業基盤・競争力の強化のための投資に活用してまいります。また、環境保全、安全、品質

等を高めるための投資や情報システムの再構築などにも充当し、企業価値の増大を図ってまいります。

　当期の配当金につきましては、利益配分に関する基本方針に基づき、期末配当金を1株当たり25円(普通配当24円、

特別配当1円)とし、先の中間配当金24円と合わせ、年間の配当金は、前期に比べ2円増配の49円とさせていただく予

定です。これにより、当期の連結配当性向は29.6%となる見込みです。

　また、次期の配当金は、設立50周年記念配当2円を含め、1株当たり50円(中間24円・期末26円)を予定しておりま

す。
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２．企業集団の状況

 

　当社の企業集団は、当社及び連結子会社11社及び非連結子会社５社で構成されております。

　当社の企業集団の主な事業内容並びに当社及び子会社との位置づけは以下のとおりであります。

(1）小型貫流ボイラー及び関連機器

　小型貫流ボイラー及び関連機器は、主要部品の製造を三浦精機株式会社（連結子会社）及び三浦工機株式会社（連

結子会社）に委託し、当社が当該部品の仕入れを行い、加工・塗装・組立を株式会社三浦マニファクチャリング（連

結子会社）に委託し、当社が販売とこれらに伴う諸工事を行っております。関連機器の一部については、株式会社

サンケミ（連結子会社）が製造し、当社が販売しております。

　海外においては、現地での小型貫流ボイラー等の製造及び販売を行っております。韓国においては韓国三浦工業

株式会社（連結子会社）が、カナダにおいてはミウラボイラ・カンパニー・リミテッド（連結子会社）が、台湾に

おいては三浦鍋爐股份有限公司（非連結子会社）が、中国においては上海三浦鍋爐有限公司（非連結子会社）及び

三浦工業設備（蘇州）有限公司（非連結子会社）が現地での製造・販売を担当しており、米国においてはミウラボ

イラ・インク（非連結子会社）が現地での販売を担当しております。なお、上記子会社が販売活動を行っている地

域以外は、三浦インターナショナル株式会社（連結子会社）が販売しております。

(2）水管ボイラー及び冷熱機器

　水管ボイラーは、原材料の仕入れを株式会社三浦プロテック（連結子会社）が行い、加工・塗装・組立を三浦マ

シン株式会社（連結子会社）に委託し、株式会社三浦プロテックが販売しております。冷熱機器は、主要部品の製

造を三浦テクノ株式会社（連結子会社）に委託し、株式会社三浦プロテックが当該部品の仕入れを行い、組立を三

浦エヌピー株式会社（連結子会社）に委託し、株式会社三浦プロテックが販売しております。

(3）水処理装置及び薬品

　水処理装置及び薬品は、株式会社サンケミが製造し、当社が販売しております。水処理装置の一部は、主要部品

の製造を三浦テクノ株式会社に委託し、当社が当該部品の仕入れを行い、組立を三浦エヌピー株式会社に委託し、

当社が販売しております。

(4）メンテナンス

　ボイラー等に関する保守管理業務は、国内は当社及び株式会社三浦プロテックが行い、海外につきましては、韓

国においては韓国三浦工業株式会社が、中国においては上海三浦鍋爐有限公司が、台湾においては三浦鍋爐股份有

限公司が、北米においてはミウラボイラ・カンパニー・リミテッド（カナダ）及びミウラボイラ・インク（米国）

が行っております。

　また、当社の不動産の管理業務は、三浦環境マネジメント株式会社（非連結子会社）が担当しております。

　事業の種類別セグメントとの関連は、上記の(1)、(2)、(3)についてはボイラー等販売事業に、(4)についてはメ

ンテナンス事業に含めております。
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　事業の系統図は次のとおりであります。

 得意先 

国内 海外 

小
型
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
及
び
関
連
機
器 

メ
ン
テ
ナ
ン
ス 

水
処
理
装
置
及
び
薬
品 

水
管
ボ
イ
ラ
ー
及
び
冷
熱
機
器 

そ
の
他
事
業 

◎三浦工機㈱ 

◎三浦精機㈱ 

◎㈱三浦マニファクチャリング 

◎㈱サンケミ 

◎
三
浦
エ
ヌ
ピ
ー
㈱ 

◎
三
浦
テ
ク
ノ
㈱ 

◎三浦マシン㈱ 

当
社 

◎
三
浦
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
㈱ 

◎
㈱
三
浦
プ
ロ
テ
ッ
ク 

※ミウラボイラ・インク 
（アメリカ） 

◎ミウラボイラ・カンパニー・リミテッド 
（カナダ） 

◎韓国三浦工業㈱ 
（韓国） 

※三浦鍋爐股有限公司 
（台湾） 

※上海三浦鍋爐有限公司 
（中国） 

※三浦工業設備(蘇州)有限公司 
（中国） 

※三浦環境マネジメント㈱ 

不動産管理部門 

◎：連結子会社 
※：非連結子会社 
主な製品・サービスの流れ 
主な組立・加工の流れ 

(注) 最近の有価証券報告書（平成19年6月29日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、

    「関係会社の状況」の開示を省略いたします。

なお、平成20年4月1日に、当社は株式会社三浦プロテック、三浦インターナショナル株式会社を吸収合併いたしま

した。また、同じく平成20年4月1日に、損害保険代理業及び生命保険募集業務を主な事業とする株式会社ミウラ・

エス・エーを子会社化いたしました。
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３．経営方針

(1) 経営の基本方針

　　当社グループは、最高の技術と心くばりを発揮するテクノサービス集団として進化発展を続けていくために、「テ

　クノサービス・エボリューションで、熱・水・環境のベストパートナーを目指す。」を経営活動のスローガンとして

　掲げております。

　　このスローガンの下、小型貫流ボイラー事業でのトップシェアの優位性をベースに、熱エネルギー利用技術と水処

　理技術に加え、環境関連技術を軸とした事業分野で、安全で有用な新製品やサービスを独自の技術力で創出し、お客

　様の省エネルギー化・省力化や地球環境に貢献することでグローバル企業への成長を目指します。

　　そして、企業価値の最大化を目指して透明性や効率性の高い経営に努め、株主をはじめステークホルダーの皆様の

　期待と信頼にお応えするとともに、健全な成長を図って企業の社会的責任を果たしてまいりたいと考えております。

　　さらに、私たち三浦グループは、「最も働きがいのある、最も働きやすい職場にしよう」をモットーに信頼・連帯

　感・誇りで結ばれる風通しの良い職場の実現を目指し、働きがいのある企業風土づくりや若手人材の育成などに取り

　組み、成長し続けるための基盤の強化を図ってまいる所存であります。

(2) 目標とする経営指標

　　当社は、いかなる市場環境のもとでも経営資源である利益を着実に拡大していくことが企業価値の増大と株主利益

　の向上につながるものと考えております。そこで当社は、営業利益、当期純利益の増額とROE（自己資本当期純利益　

　率）の向上を主要な経営目標として重視しております。

　　平成21年3月期には、営業利益90億円、当期純利益56億円を年度経営計画とし、ROEを8％以上とすることを目標とし

　て収益性の向上に取り組んでまいります。

(3) 中長期的な経営戦略

　　当社グループは、世界と戦える企業グループへの成長を目指し、主力の小型貫流ボイラーを始め当社グループの製

　品をグローバルに事業展開していきたいと考えております。このため、アジア、北米においては、メンテナンスのノ

　ウハウや省エネルギー・環境保全の提案など国内で長年培ったビジネスモデルを地域の絞込みを行いながら集中的に

　展開し、事業基盤の強化と収益力の向上に努めてまいります。また、グローバルな市場のニーズにマッチした新製品

　の開発や設計・製造一体となった品質の追求に取り組み、シェアの拡大を図ってまいります。

　　国内においては、熱・水・環境の事業分野において、「ベストパートナー戦略」を展開し、独自技術をもとにお客

　様の役に立つモノづくりを進め、テクノサービスやソリューションの提供に努めて、事業の拡大を図ってまいりま　

　す。

(4) 会社の対処すべき課題

　　ボイラー等販売事業におきましては、主力の小型貫流ボイラー事業では、競争力の優位性をゆるぎないものとする

　ため、省エネルギーの推進、ＩＴ（情報技術）の活用、リース・レンタルを利用したアウトソーシングの提案、環境

　汚染物質の排出削減などに取り組み、品質、環境対応、コストでの一層の差別化を推し進めるとともに、お客様のニ

　ーズにお応えするソリューションビジネスの展開を図ってまいります。

　　舶用事業、特機事業、食機事業及びメディカル事業では、新しい事業部体制の下に顧客ニーズを先取するオンリー

　ワン商品の開発に取り組み、新しい市場の開拓に注力して、国内はもとより海外にも事業展開してまいります。

　　また、水処理事業では、軟水、純水、脱気、ろ過など工場用水の処理システムを提案する新しいビジネスモデルの

　開発を推進し、事業の早期育成に取り組んでまいります。

　　メンテナンス事業では、急速に進展する情報通信インフラを積極的に活用することにより、業界随一のオンライン

　メンテナンス・ネットワークを利用したビジネスモデルの差別化を推し進め、顧客満足を第一にサービス業務の効率

　化と高品質のサービス提供に努め、安定した成長を目指してまいります。

　　海外事業は、グローバルな事業展開を図るため、三浦グループの強みを生かして技術、人材、事業モデルなど経営

　資源を積極的に投入し、生産能力の増強や製品ラインアップの充実に努めてまいります。特に今後、事業拡大が期待

　できる米国においては、生産・販売拠点と販売ネットワークの拡充を進め、また、成長市場である中国においては、

　蘇州現地法人の生産能力の増強と新規顧客の開拓に取り組み、収益基盤の早期確立に努めてまいります。
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４．連結財務諸表

連結貸借対照表
（単位：百万円）

期別
 
 

科目

前連結会計年度
（平成19年3月31日）

当連結会計年度
（平成20年3月31日）

増減金額

金額 構成比 金額 構成比

（資産の部）  ％  ％  

流動資産      

現金及び預金 13,690  11,725  △1,964

受取手形及び売掛金 22,241  20,164  △2,077

有価証券 6,300  9,399  3,099

金銭の信託 2,759  2,632  △126

たな卸資産 7,563  6,839  △724

繰延税金資産 2,190  1,445  △744

その他 1,114  1,541  427

貸倒引当金 △120  △128  △8

流動資産合計 55,739 59.3 53,620 57.7 △2,119

固定資産      

有形固定資産      

建物及び構築物 11,018  12,326  1,308

機械装置及び運搬具 4,614  4,917  302

土地 8,615  8,939  324

建設仮勘定 1,748  448  △1,299

その他 1,275  1,197  △77

有形固定資産合計 27,271 28.9 27,829 29.9 558

無形固定資産      

ソフトウェア 309  363  54

その他 117  117  0

無形固定資産合計 426 0.5 481 0.5 55

投資その他の資産      

投資有価証券 5,736  5,702  △33

長期貸付金 0  69  69

繰延税金資産 46  10  △36

長期預金 73  129  55

その他 4,976  5,358  382

貸倒引当金 △200  △220  △20

投資その他の資産合計 10,632 11.3 11,050 11.9 417

固定資産合計 38,330 40.7 39,361 42.3 1,031

資産合計 94,070 100.0 92,981 100.0 △1,088
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（単位：百万円）

期別
 
 

科目

前連結会計年度
（平成19年3月31日）

当連結会計年度
（平成20年3月31日）

増減金額

金額 構成比 金額 構成比

（負債の部）  ％  ％  

流動負債      

支払手形及び買掛金 2,585  2,088  △497

短期借入金 180  50  △130

未払法人税等 2,043  1,579  △463

前受金 4,381  4,372  △8

製品保証引当金 530  458  △72

賞与引当金 2,981  1,743  △1,238

その他 6,265  4,277  △1,987

流動負債合計 18,968 20.1 14,569 15.7 △4,399

固定負債      

繰延税金負債 1,333  933  △399

退職給付引当金 236  207  △28

役員退職給与引当金 697  638  △58

その他 42  21  △21

固定負債合計 2,310 2.5 1,801 1.9 △508

負債合計 21,278 22.6 16,371 17.6 △4,907

（純資産の部）      

株主資本      

資本金 9,544 10.1 9,544 10.3 －

資本剰余金 10,097 10.7 10,093 10.8 △4

利益剰余金 58,145 61.9 62,547 67.3 4,401

自己株式 △5,651 △6.0 △5,387 △5.8 263

株主資本合計 72,136 76.7 76,796 82.6 4,659

評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 849 0.9 53 0.1 △796

為替換算調整勘定 △217 △0.2 △262 △0.3 △45

評価・換算差額等合計 632 0.7 △209 △0.2 △841

少数株主持分 22 0.0 24 0.0 1

純資産合計 72,791 77.4 76,610 82.4 3,819

負債純資産合計 94,070 100.0 92,981 100.0 △1,088
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連結損益計算書
（単位：百万円）

期別
 
 
 

科目

前連結会計年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日） 増減金額

金額 百分比 金額 百分比

   ％    ％  

売上高  72,349 100.0  72,070 100.0 △278

売上原価  40,887 56.5  40,422 56.1 △464

売上総利益  31,462 43.5  31,648 43.9 185

販売費及び一般管理費  21,997 30.4  21,555 29.9 △442

営業利益  9,464 13.1  10,092 14.0 628

営業外収益        

受取利息 121   164    

信託運用益 307   －    

受取賃貸料 327   364    

為替差益 21   －    

その他 460 1,238 1.7 465 994 1.3 △243

営業外費用        

支払利息 147   0    

信託運用損 －   113    

為替差損 －   248    

その他 4 152 0.2 8 371 0.5 219

経常利益  10,550 14.6  10,715 14.8 164

特別利益        

固定資産売却益 14   142    

貸倒引当金戻入益 81 96 0.1 3 145 0.2 49

特別損失        

固定資産売却損 42   42    

固定資産除却損 184   118    

投資有価証券評価損 －   1    

会員権評価損 － 227 0.3 3 165 0.2 △61

税金等調整前当期純利益  10,419 14.4  10,695 14.8 275

法人税、住民税及び事業税 4,020   3,467    

法人税等調整額 338 4,358 6.0 919 4,387 6.1 28

少数株主利益  2 0.0  4 0.0 1

当期純利益  6,058 8.4  6,304 8.7 245

        

三浦工業㈱（6005）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 11 －



連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

 （単位：百万円）

項目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高 9,544 10,108 53,709 △6,178 67,182

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △829  △829

剰余金の配当   △792  △792

当期純利益   6,058  6,058

自己株式の取得    △4 △4

自己株式の処分  △10  531 521

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（純額）

－ △10 4,436 527 4,953

平成19年3月31日残高 9,544 10,097 58,145 △5,651 72,136

項目

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年3月31日残高 595 △345 249 67 67,499

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △829

剰余金の配当     △792

当期純利益     6,058

自己株式の取得     △4

自己株式の処分     521

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

254 127 382 △44 338

連結会計年度中の変動額合計
（純額）

254 127 382 △44 5,291

平成19年3月31日残高 849 △217 632 22 72,791

　（注）　平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

三浦工業㈱（6005）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 12 －



当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

 （単位：百万円）

項目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日残高 9,544 10,097 58,145 △5,651 72,136

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △1,903  △1,903

当期純利益   6,304  6,304

自己株式の取得    △4 △4

自己株式の処分  △4  268 263

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（純額）

－ △4 4,401 263 4,659

平成20年3月31日残高 9,544 10,093 62,547 △5,387 76,796

項目

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成19年3月31日残高 849 △217 632 22 72,791

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △1,903

当期純利益     6,304

自己株式の取得     △4

自己株式の処分     263

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△796 △45 △841 1 △840

連結会計年度中の変動額合計
（純額）

△796 △45 △841 1 3,819

平成20年3月31日残高 53 △262 △209 24 76,610
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連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

期別
 
 
 

科目

前連結会計年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日） 増減金額

金額 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益 10,419 10,695 275

減価償却費 1,977 2,554 576

貸倒引当金の増減額 △224 32 257

賞与引当金の増減額 100 △1,238 △1,338

受取利息及び受取配当金 △203 △253 △49

支払利息 147 0 △146

投資有価証券評価損 － 1 1

信託運用損益 △307 113 421

為替差損益 △8 28 36

有形固定資産除売却損益 227 18 △208

売上債権の増減額 △2,135 2,036 4,171

たな卸資産の増減額 △867 722 1,589

仕入債務の増減額 270 △483 △753

その他 1,373 △1,336 △2,710

小計 10,767 12,891 2,123

利息及び配当金の受取額 228 250 22

利息の支払額 △175 △0 174

法人税等の支払額 △4,381 △3,917 464

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,438 9,223 2,784

Ⅱ　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 △1,415 △2,406 △991

定期預金の払戻による収入 1,361 2,017 656

貸付けによる支出 △578 △985 △406

貸付金の回収による収入 235 414 178

有価証券の取得による支出 △1,296 △1,798 △502

有価証券の売却・償還による収入 1,592 1,799 206

投資有価証券の取得による支出 △17 △1,303 △1,285

投資有価証券の売却・償還による収入 9,502 5,002 △4,499

非連結子会社への出資による支出 △264 － 264

有形固定資産の取得による支出 △6,322 △4,571 1,751

有形固定資産の売却による収入 265 247 △18

その他 △141 5 147

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,920 △1,577 △4,498

Ⅲ　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 △10 △130 △120

社債の償還による支出 △8,700 － 8,700

自己株式取得による支出 △4 △4 △0

自己株式売却による収入 521 263 △257

配当金の支払額 △1,620 △1,901 △281

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,813 △1,773 8,040

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 9 △4 △14

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △444 5,867 6,312

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 14,553 14,108 △444

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 14,108 19,975 5,867
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 １．連結の範囲に関する事項

連結子会社は、株式会社三浦プロテック、三浦インターナショナル株式会社、株式会社サンケミ、三浦精機株式会社、

韓国三浦工業株式会社、三浦工機株式会社、三浦テクノ株式会社、株式会社三浦マニファクチャリング、三浦マシン

株式会社、三浦エヌピー株式会社及びミウラボイラ・カンパニー・リミテッドの11社であり、非連結子会社は、上海

三浦鍋爐有限公司他4社であります。

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しており

ます。

２．持分法の適用に関する事項

非連結子会社5社の投資については、連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法を適用せず、原価法によっております。

３．連結子会社の決算日等に関する事項

連結子会社のうち、韓国三浦工業株式会社及びミウラボイラ・カンパニー・リミテッドの決算日は12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

満期保有目的の債券　　　　　　　　償却原価法（定額法）

子会社株式　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

その他有価証券

(イ)時価のあるもの　　　　　　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定しております）

(ロ)時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

②運用目的の金銭の信託

時価法

③たな卸資産

商品

軟水器、薬品　　　　　　　　　　総平均法に基づく原価法

その他　　　　　　　　　　　　　個別法に基づく原価法

製品、半製品、仕掛品　　　　　　　主として個別法に基づく原価法

原材料　　　　　　　　　　　　　　主として総平均法に基づく原価法

貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　最終仕入原価法に基づく原価法

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

主として、定率法を基準とし、リース物件の機械及び装置（リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引に係るもの）については、リース期間を耐用年数としリース期間満了時の

処分見込価格を残存価格とする定額法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、主として定額法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

      建物及び構築物            15～65年

      機械装置                   6～12年
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（会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　この変更に伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、売上総利益が50百万円、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ80百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。

（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した

有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっており

ます。

　この変更に伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、売上総利益が31百万円、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ40百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基

づいております。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②製品保証引当金

製品等の無償アフターサービスに係る製品保証費に備えるため、保証期間中の製品保証費を過去の実績に基づい

て計上しております。

③賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度の負担すべき支給見込額を基礎として計上しております。

④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により損益処理す

ることとしております。

また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理することとしております。

⑤役員退職給与引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当連結会計年度末における要支給額を計上しております。

(4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。

(5)重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建売掛金については、振当処理を行っております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）為替予約

（ヘッジ対象）外貨建売掛金

③ヘッジ方針

当社グループは、外貨建売掛金の為替相場の変動によるリスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
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(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。
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表示方法の変更

 (連結貸借対照表)

　前連結会計年度において、「現金及び預金」に表示しておりました譲渡性預金は、連結財務諸表規則ガイドラインの

改正に伴い、「有価証券」に表示しております。

　なお、前連結会計年度の「現金及び預金」に含めておりました譲渡性預金は3,500百万円であります。
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＜注記事項＞

（連結貸借対照表関係）

(単位：百万円) 

項目
前連結会計年度

（平成19年3月31日）
当連結会計年度

（平成20年3月31日）

減価償却累計額  有形固定資産の減価償却累計額　16,436 有形固定資産の減価償却累計額　17,530 

担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであり

ます。

担保に供している資産は次のとおりであり

ます。

 

工場財団  

建物 1,224

土地 903

計 2,128

工場財団  

建物 1,169

土地 903

計 2,073

 上記に対応する債務 上記に対応する債務

 短期借入金 50 該当ありません  

非連結子会社項目 非連結子会社に対する主な資産は、次のと

おりであります。

非連結子会社に対する主な資産は、次のと

おりであります。

 

投資有価証券（株式） 176

投資その他の資産

「その他」（出資金）
909

投資有価証券（株式） 176

投資その他の資産

「その他」（出資金）
909

連結会計年度末日満期手形 連結会計年度末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理して

おります。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休

日であったため、下記連結会計年度末日満

期手形が、連結会計年度末残高に含まれて

おります。

──────

 受取手形 784   
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（連結損益計算書関係）

  (単位：百万円) 

項目
前連結会計年度

（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日）

販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額

主要な費目及び金額は、次のとおりであり

ます。

主要な費目及び金額は、次のとおりであり

ます。

給料 5,400

退職給付費用 296

役員退職給与引当金繰入額 134

賞与引当金繰入額 1,280

賃借料 1,806

貸倒引当金繰入額 37

給料 6,160

退職給付費用 137

役員退職給与引当金繰入額 78

賞与引当金繰入額 740

賃借料 1,835

貸倒引当金繰入額 105

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費

一般管理費に含まれる研究開発費は次のと

おりであります。

一般管理費に含まれる研究開発費は次のと

おりであります。

 1,653  1,644

固定資産売却益 固定資産売却益の内訳は次のとおりであり

ます。

固定資産売却益の内訳は次のとおりであり

ます。

機械装置及び運搬具 2

土地 12

計 14

機械装置及び運搬具 0

その他(有形固定資産) 0

土地 141

計 142

固定資産売却損 固定資産売却損の内訳は次のとおりであり

ます。

固定資産売却損の内訳は次のとおりであり

ます。

建物及び構築物 12

土地 29

計 42

建物及び構築物 42

  

固定資産除却損 固定資産除却損の内訳は次のとおりであり

ます。

固定資産除却損の内訳は次のとおりであり

ます。

建物及び構築物 100

機械装置及び運搬具 51

その他(有形固定資産) 31

ソフトウェア 0

計 184

建物及び構築物 22

機械装置及び運搬具 78

その他(有形固定資産) 17

計 118
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

 

１. 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 41,763 － － 41,763

２. 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 4,073 1 353 3,721

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　　  　　　1,406株

　減少数の内訳は、次のとおりであります。

ストックオプション行使による減少　 　　　 353,400株

３. 新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４. 配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 829 22.00 平成18年3月31日 平成18年6月29日

平成18年11月9日

取締役会
普通株式 792 21.00 平成18年9月30日 平成18年11月29日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年6月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 989 26.00 平成19年3月31日 平成19年6月29日
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当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

 

１. 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 41,763 － － 41,763

２. 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 3,721 1 178 3,544

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　1,530株

　減少数の内訳は、次のとおりであります。

ストックオプション行使による減少　　　　　178,400株

３. 新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４. 配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月28日

定時株主総会
普通株式 989 26.00 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年10月31日

取締役会
普通株式 913 24.00 平成19年9月30日 平成19年11月26日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年6月27日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 955 25.00 平成20年3月31日 平成20年6月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  (単位：百万円) 

前連結会計年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 13,690

預入期間が3か月を超える定期預金 △880

運用期間が3か月以内のＣＰ 1,298

現金及び現金同等物 14,108

現金及び預金勘定 11,725

預入期間が3か月を超える定期預金 △1,149

有価証券勘定に含まれる運用期間が

3ヶ月以内の短期投資

9,399

現金及び現金同等物 19,975
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セグメント情報

１．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）                                  (単位：百万円)

 
ボイラー等
販売事業

メンテナンス
事業

計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 50,242 22,106 72,349 － 72,349

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
2,419 － 2,419 (2,419) －

計 52,662 22,106 74,769 (2,419) 72,349

営業費用 45,245 16,251 61,496 1,388 62,885

営業利益 7,417 5,855 13,272 (3,808) 9,464

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出      

資産 39,684 15,922 55,606 38,463 94,070

減価償却費 1,167 392 1,560 417 1,977

資本的支出 5,229 1,830 7,059 712 7,772

当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）                                  (単位：百万円)

 
ボイラー等
販売事業

メンテナンス
事業

計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 48,410 23,660 72,070 － 72,070

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
2,752 － 2,752 (2,752) －

計 51,162 23,660 74,822 (2,752) 72,070

営業費用 44,705 16,466 61,172 806 61,978

営業利益 6,457 7,193 13,650 (3,558) 10,092

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出      

資産 36,203 16,112 52,315 40,666 92,981

減価償却費 1,561 519 2,081 473 2,554

資本的支出 2,531 671 3,202 248 3,450

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品・商品等

(1）ボイラー等販売事業　小型ボイラー、簡易ボイラー、熱媒ボイラー、温水ボイラー、温水ヒータ、舶用補

助ボイラー、コンポジットボイラー、排熱ボイラー、滅菌器、冷水機、真空冷却機、

ろ過装置、純水装置、軟水器、脱酸素装置、移送ポンプ、ボイラー管理装置、舶用

造水器、蒸気調理機、廃油焼却炉、鉄構物、ボイラー用薬品、自社製品リース等

(2）メンテナンス事業　　ＺＭＰ（3年間有償保守管理）契約、有償メンテナンス、技術指導、メンテナンス・

リース、ダイオキシン類測定分析等

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、企業集団の広告に要した費

用及び親会社の総務部門・経理部門等に係る費用であります。

　　　　　　前連結会計年度　3,808百万円　　　当連結会計年度　3,558百万円

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価

証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

　　　　　　前連結会計年度 38,463百万円　　　当連結会計年度 40,666百万円　
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 ５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(2)の(会計方針の変更)に記載のとおり、当連結会計

年度から平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の減価償却の方法に変更しており

ます。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業費用はボイラー等販

売事業が59百万円、メンテナンス事業が8百万円、消去又は全社が12百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額

減少しております。

また、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(2)の(追加情報)に記載のとおり、当連結会計

年度から平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方

法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業費

用はボイラー等販売事業が29百万円、メンテナンス事業が3百万円、消去又は全社が7百万円増加し、営業利

益がそれぞれ同額減少しております。

２．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平

成20年3月31日）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合がいずれも90％を超えてい

るため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

３．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

 

 当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 6,758 1,764 0 8,524

Ⅱ　連結売上高（百万円）    72,070

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
9.4％ 2.4％ 0.0％ 11.8％

　（注）１.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　２.各区分に属する主な国又は地域

(1)アジア・・・韓国、中国、台湾、インドネシア、タイ

(2)北米　・・・カナダ、アメリカ

(3)その他・・・エジプト

３.海外売上高は、当社及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。
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１株当たり情報

項目
前連結会計年度

（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日）

１株当たり純資産額 1,912円83銭 2,003円87銭

１株当たり当期純利益 160円31銭 165円48銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 159円31銭 164円51銭

　（注）　算定上の基礎

１. １株当たり純資産額

項目
前連結会計年度

（平成19年3月31日）
当連結会計年度

（平成20年3月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 72,791 76,610

普通株式に係る純資産額（百万円） 72,768 76,586

差額の主な内訳（百万円）   

少数株主持分 22 24

普通株式の発行済株式数（千株） 41,763 41,763

普通株式の自己株式数（千株） 3,721 3,544

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の数（千株）
38,042 38,219

２. １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

項目
前連結会計年度

（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日）

１株当たり当期純利益金額   

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 6,058 6,304

普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,058 6,304

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 37,792 38,097

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
  

当期純利益調整額（百万円） － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算

定に用いられた普通株式増加数の主な内訳

（千株）

  

自己株式取得方式によるストックオプ

ション
47 45

新株予約権によるストックオプション 189 179

普通株式増加数（千株） 236 225

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

────── ──────
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重要な後発事象

 (子会社支援のための資本投入)

(1) ミウラボイラ・インク(アメリカ)に対する支援並びにその理由

 ミウラボイラ・インク(アメリカ)は、ミウラボイラ・カンパニー・リミテッド(カナダ)の販売店として北米圏にお

ける販売網の拡大に努めてまいりましたが、急速な営業所展開により販売費がかさみ、平成19年12月期において債務

超過に陥りました。今後も引き続き販売網の拡大を行うにあたり450百万円の資本投入を行いました。

 

 (2) 支援の内容

 ①　投入金額　　　450百万円

 ②　投入時期　　　平成20年4月15日

 ③　投入方法　　　デット・エクイティ・スワップ　300百万円

 　　　　　　　　　増資払い込み　　　　　　　　　150百万円

開示の省略

 　リース取引関係、関連当事者との取引、税効果会計関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、

 ストック・オプション等関係、企業結合等関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大き

 くないと考えられるため開示を省略します。
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５．個別財務諸表

比較貸借対照表
 （単位：百万円）

期別 前事業年度
（平成19年3月31日）

当事業年度
（平成20年3月31日） 増減金額

科目 金額 構成比  金額 構成比

（資産の部）  ％  ％  

流動資産      

現金及び預金 8,593  7,557  △1,035

受取手形 6,398  5,448  △950

売掛金 9,455  8,806  △648

有価証券 6,300  7,899  1,599

金銭の信託 2,759  2,632  △126

商品 100  97  △2

製品 1,892  1,233  △658

半製品 276  256  △20

原材料 1,360  1,466  105

仕掛品 858  581  △277

貯蔵品 328  278  △49

前払費用 16  31  14

繰延税金資産 1,517  1,004  △512

関係会社短期貸付金 963  1,581  618

未収入金 837  718  △119

その他 105  94  △10

貸倒引当金 △51  △80  △29

流動資産合計 41,713 50.7 39,608 49.2 △2,104

      

固定資産      

有形固定資産      

建物 9,986  10,972  985

構築物 469  607  137

機械及び装置 3,393  3,267  △126

車両運搬具 6  8  1

工具器具及び備品 1,106  1,026  △80

土地 8,315  8,638  323

建設仮勘定 1,597  435  △1,161

有形固定資産合計 24,875 30.3 24,956 31.0 80

無形固定資産      

ソフトウェア 370  392  21

電話加入権 110  110  －

その他 1  2  1

無形固定資産合計 482 0.6 505 0.6 22

投資その他の資産      

投資有価証券 5,555  5,522  △33

関係会社株式 5,714  5,714  －

関係会社出資金 909  909  －

関係会社長期貸付金 －  69  69

破産債権・更生債権等 138  160  21

長期前払費用 2,028  2,432  404

差入保証金 596  548  △47

その他 328  275  △53

貸倒引当金 △121  △148  △26

投資その他の資産合計 15,150 18.4 15,485 19.2 334

固定資産合計 40,508 49.3 40,946 50.8 438

資産合計 82,222 100.0 80,555 100.0 △1,666
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 （単位：百万円）

期別 前事業年度
（平成19年3月31日）

当事業年度
（平成20年3月31日） 増減金額

科目 金額 構成比  金額 構成比

（負債の部）  ％  ％  

流動負債      

買掛金 1,939  1,399  △540

短期借入金 210  －  △210

一年内返済予定関係会社
長期借入金

500  410  △90

未払金 1,736  1,510  △225

未払費用 1,259  1,075  △183

未払法人税等 1,318  1,029  △289

未払消費税等 138  365  227

前受金 3,994  3,991  △3

預り金 271  204  △66

製品保証引当金 347  295  △52

賞与引当金 2,186  1,274  △911

その他 1,424  82  △1,342

流動負債合計 15,326 18.6 11,638 14.4 △3,688

固定負債      

関係会社長期借入金 580  1,150  570

繰延税金負債 1,054  644  △409

役員退職給与引当金 599  535  △63

預り保証金 22  8  △14

固定負債合計 2,256 2.8 2,339 3.0 82

負債合計 17,583 21.4 13,978 17.4 △3,605

      

（純資産の部）      

株主資本      

資本金 9,544 11.6 9,544 11.8 －

資本剰余金      

資本準備金 10,031  10,031  －

その他資本剰余金 9  4  △4

資本剰余金合計 10,041 12.2 10,036 12.5 △4

利益剰余金      

利益準備金 818  818  －

その他利益剰余金      

買換資産積立金 14  13  △0

別途積立金 43,080  46,080  3,000

繰越利益剰余金 5,941  5,418  △522

利益剰余金合計 49,854 60.6 52,331 65.0 2,476

自己株式 △5,651 △6.8 △5,387 △6.7 263

株主資本合計 63,788 77.6 66,523 82.6 2,735

評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 849  53  △796

評価・換算差額等合計 849 1.0 53 0.0 △796

純資産合計 64,638 78.6 66,577 82.6 1,938

負債純資産合計 82,222 100.0 80,555 100.0 △1,666
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比較損益計算書
 （単位：百万円）

期別 前事業年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月1日
至　平成20年3月31日） 増減金額

科目 金額 百分比 金額 百分比

   ％   ％  

売上高        

製品売上高 29,444   26,933    

商品売上高 5,650   5,876    

メンテナンス売上高 17,182 52,277 100.0 18,247 51,057 100.0 △1,220

売上原価  28,760 55.0  27,629 54.1 △1,131

売上総利益  23,516 45.0  23,427 45.9 △88

販売費及び一般管理費  17,702 33.9  17,613 34.5 △89

営業利益  5,813 11.1  5,814 11.4 0

        

営業外収益        

受取利息 35   40    

有価証券利息 38   48    

信託運用益 307   －    

受取賃貸料 759   825    

受取手数料 512   594    

為替差益 8   －    

その他 463 2,125 4.1 500 2,008 3.9 △116

営業外費用        

支払利息 5   5    

社債利息 145   －    

信託運用損 －   113    

外国為替差損 －   206    

その他 2 153 0.3 2 328 0.6 174

経常利益  7,785 14.9  7,495 14.7 △290

        

特別利益        

固定資産売却益 12   141    

抱合せ株式消滅差益 783   －    

貸倒引当金戻入益 69 865 1.6 3 145 0.3 △720

特別損失        

固定資産売却損 42   42    

固定資産除却損 176   108    

投資有価証券評価損 －   1    

会員権評価損 － 218 0.4 3 156 0.3 △62

税引前当期純利益  8,432 16.1  7,484 14.7 △947

法人税、住民税及び事業
税

2,916   2,462    

法人税等調整額 373 3,289 6.3 642 3,105 6.1 △184

当期純利益  5,142 9.8  4,379 8.6 △763
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株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

 （単位：百万円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

買換資産積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年3月31日残高 9,544 10,031 19 818 15 40,580 4,919

事業年度中の変動額        

買換資産積立金の取崩
（注）

    △0  0

買換資産積立金の取崩     △0  0

別途積立金の積立（注）      2,500 △2,500

剰余金の配当（注）       △829

剰余金の配当       △792

当期純利益       5,142

自己株式の取得        

自己株式の処分   △10     

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

       

事業年度中の変動額合計
（純額）

－ － △10 － △1 2,500 1,022

平成19年3月31日残高 9,544 10,031 9 818 14 43,080 5,941

 

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

自己株式
株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

平成18年3月31日残高 △6,178 59,750 595 60,345

事業年度中の変動額     

買換資産積立金の取崩
（注）

 －  －

買換資産積立金の取崩  －  －

別途積立金の積立（注）  －  －

剰余金の配当（注）  △829  △829

剰余金の配当  △792  △792

当期純利益  5,142  5,142

自己株式の取得 △4 △4  △4

自己株式の処分 531 521  521

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

  254 254

事業年度中の変動額合計
（純額）

527 4,038 254 4,292

平成19年3月31日残高 △5,651 63,788 849 64,638

　（注）　平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

 （単位：百万円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

買換資産積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年3月31日残高 9,544 10,031 9 818 14 43,080 5,941

事業年度中の変動額        

買換資産積立金の取崩     △0  0

別途積立金の積立      3,000 △3,000

剰余金の配当       △1,903

当期純利益       4,379

自己株式の取得        

自己株式の処分   △4     

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

       

事業年度中の変動額合計
（純額）

－ － △4 － △0 3,000 △522

平成20年3月31日残高 9,544 10,031 4 818 13 46,080 5,418

 

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

自己株式
株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

平成19年3月31日残高 △5,651 63,788 849 64,638

事業年度中の変動額     

買換資産積立金の取崩  －  －

別途積立金の積立  －  －

剰余金の配当  △1,903  △1,903

当期純利益  4,379  4,379

自己株式の取得 △4 △4  △4

自己株式の処分 268 263  263

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

  △796 △796

事業年度中の変動額合計
（純額）

263 2,735 △796 1,938

平成20年3月31日残高 △5,387 66,523 53 66,577
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表示方法の変更

 (貸借対照表)

　前事業年度において、「現金及び預金」に表示しておりました譲渡性預金は、財務諸表等規則ガイドラインの改正に

伴い、「有価証券」に表示しております。

　なお、前事業年度の「現金及び預金」に含めておりました譲渡性預金は2,500百万円であります。
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重要な後発事象

　(株式会社三浦プロテック及び三浦インターナショナル株式会社との合併)

当社は、連結子会社である株式会社三浦プロテック、三浦インターナショナル株式会社を、平成20年4月1日を効力発

生日として吸収合併いたしました。

 

１. 結合当事企業の名称及びその事業の内容

(1) 結合企業

　名称　三浦工業株式会社（当社）

　事業の内容　小型貫流ボイラー、水処理装置、薬品等の製造販売、メンテナンス

(2) 被結合企業

名称　株式会社三浦プロテック

事業の内容　舶用ボイラー、廃熱ボイラー、食品機械、減菌器、薬品等の製造販売、メンテナンス

名称　三浦インターナショナル株式会社

事業の内容　各種ボイラー、食品機械、減菌器、水処理装置、薬品等の輸出入

２. 企業結合の法的形式

　　当社を存続会社とする吸収合併方式によります。

３. 結合後企業の名称

　　三浦工業株式会社

４. 企業結合の目的を含むその概要

世界と戦える企業グループへの成長を目指し、主力事業である小型ボイラーを中心に、水管ボイラー、食品機械、

医療用機器等のグローバルな事業展開を強力に推進するため、技術・ノウハウ・ビジネスモデルの共有化や人的資

源等の活用を促進し、効率的な経営を図ることを目的としております。

５. 実施する会計処理の概要

当社が株式会社三浦プロテック、三浦インターナショナル株式会社より受け入れた資産及び負債は、合併効力発生

日の前日に付された適正な帳簿価額により計上いたします。また、当社の財務諸表上、当該子会社株式の帳簿価額

と増加株主資本との差額を特別損益に計上いたします。

なお、合併により引継ぐ資産・負債の額及び当社に発生が見込まれる特別利益(抱合せ株式消滅差益)については、

発表日現在、確定しておりません。

 

 (子会社支援のための資本投入)

(1) ミウラボイラ・インク(アメリカ)に対する支援並びにその理由

　ミウラボイラ・インク(アメリカ)は、ミウラボイラ・カンパニー・リミテッド(カナダ)の販売店として北米圏にお

ける販売網の拡大に努めてまいりましたが、急速な営業所展開により販売費がかさみ、平成19年12月期において債務

超過に陥りました。今後も引き続き販売網の拡大を行うにあたり450百万円の資本投入を行いました。

(2) 支援の内容

①　投入金額　　　450百万円

②　投入時期　　　平成20年4月15日

③　投入方法　　　デット・エクイティ・スワップ　300百万円

　増資払い込み　　　　　　　　　150百万円

三浦工業㈱（6005）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 33 －



役員の異動
 (平成20年6月27日付予定)

(1)代表取締役の異動

新役職名 氏名 現役職名

代表取締役副社長

兼副社長執行役員
 芹　口　 慶 久

取締役副社長

兼副社長執行役員

(2)昇格取締役候補

新役職名 氏名 現役職名

専務取締役兼専務執行役員

人事部長
 野  口  明  彦

常務取締役兼常務執行役員

人事部長

常務取締役兼常務執行役員

生産事業本部長
 渡  部  康  男

取締役兼執行役員

生産事業本部長

(3)退任予定取締役

新役職名 氏名 現役職名

非常勤顧問に就任予定  吉  成  佑  治 代表取締役副会長

退任  西  山      恵 取締役副社長
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