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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 34,099 ― 2,300 ― 1,947 ― 1,156 ―

20年3月期第3四半期 29,525 31.7 957 40.3 520 ― 2,313 ―

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

21年3月期第3四半期 14.62 ―

20年3月期第3四半期 29.25 ―

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

21年3月期第3四半期 53,025 18,912 35.7 239.13
20年3月期 54,326 20,253 37.3 256.07

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  18,912百万円 20年3月期  20,253百万円

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

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 5.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 55,000 10.6 3,700 9.1 3,200 21.8 1,950 △47.3 24.66

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  無  

(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） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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．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、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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  79,139,500株 20年3月期  79,139,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  52,658株 20年3月期  46,788株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  79,090,310株 20年3月期第3四半期  79,096,505株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前半には原油・原材料価格の高騰による企業収益の減少に

より民間設備投資が慎重となる等、景気の足取りが弱まり、後半には、米国発の金融危機による世界経済減速に

伴う輸出の大幅な落ち込み、急激な円高、株価下落等により企業の収益環境が急速に悪化したため、民間設備投

資の抑制が強まり、また、雇用調整、所得環境の悪化により消費者心理が冷え込み、個人消費も減少するなど、

景気は急速に後退局面を深め推移いたしました。  

 このような事業環境の下、当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は、 百万円とな

り、損益面におきましては、売上高の増加及びコスト低減による売上原価率の改善等があり、営業利益 百万

円、経常利益 百万円、四半期純利益 百万円となりました。 

 なお、当社グループでは、売上高が上半期に比べ下半期に、また、第２四半期連結会計期間末及び連結会計期

間末に偏る傾向があります。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

エンジニアリング事業については、売上高は22,695百万円、営業利益は349百万円となりました。 

単体機械事業については、売上高は11,404百万円、営業利益は1,951百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受注残高が増加したことにより、たな卸資産が増加しましたが、売

上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金の残高が減少したこと、株価下落により時価のある有価証券の評価差

額が減少したこと等により、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ、1,301百万円の減少となりました。

 負債については、法人税等の支払、賞与引当金の減少等がありましたが、前受金の増加等により、 百万

円となり、前連結会計年度末に比べ、39百万円の増加となりました。  

 純資産については、四半期純利益の計上により、利益剰余金が増加いたしましたが、投資有価証券評価差額金

が減少した結果、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ、1,341百万円の減少となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により獲得

した資金を、固定資産の取得、配当金の支払い等に使用した結果、前連結会計年度末に比べ、1,140百万円減少

し、7,279百万円となりました。  

（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、303百万円となりました。たな卸資産の増加（2,800百万円）、法人税等の支

払（1,540百万円）に資金を使用しましたが、税金等調整前四半期純利益（1,870百万円）に加え、前受金の増加

（1,608百万円）、売上債権の減少（1,044百万円）等により資金が増加したこと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） 

 投資活動により使用した資金は、1,030百万円となりました。これは主に、固定資産の取得（979百万円）に使

用したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は、396百万円となりました。これは主に、配当金の支払い（395百万円）によるもの

であります。 

  

 業績予想につきましては、平成20年10月30日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

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 

34,099

2,300

1,947 1,156

２．連結財政状態に関する定性的情報 

53,025

34,113

18,912

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。  

  

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 

①会計基準の改正に伴う変更  

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、製品、材料貯蔵品については、移動平均法による

原価法、仕掛品については、個別法による原価法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、

製品、材料貯蔵品については、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）、仕掛品については、個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

131百万円減少しております。 

  

②追加情報 

１．当社及び連結子会社は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、第１四半期連結会

計期間より機械装置の耐用年数を４～13年から４～９年に変更しております。 

 なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の減価償却費は62百

万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ62百万円減少しております。 
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,280 8,421

受取手形及び売掛金 21,709 22,744

製品 691 527

仕掛品 5,805 3,510

材料貯蔵品 1,570 1,227

その他 1,017 774

貸倒引当金 △45 △36

流動資産合計 38,027 37,168

固定資産   

有形固定資産 5,240 4,980

無形固定資産 638 755

投資その他の資産   

投資有価証券 7,572 11,033

その他 1,586 467

貸倒引当金 △39 △78

投資その他の資産合計 9,119 11,422

固定資産合計 14,998 17,158

資産合計 53,025 54,326

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,138 14,240

短期借入金 6,000 6,000

未払法人税等 136 993

前受金 3,816 2,208

賞与引当金 290 684

完成工事補償引当金 128 129

受注工事損失引当金 19 126

その他 1,067 989

流動負債合計 25,597 25,372

固定負債   

長期借入金 2,947 2,947

退職給付引当金 5,321 5,026

役員退職慰労引当金 247 194

その他 0 532

固定負債合計 8,516 8,701

負債合計 34,113 34,073
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,956 3,956

資本剰余金 4,202 4,202

利益剰余金 9,261 8,490

自己株式 △12 △11

株主資本合計 17,408 16,639

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,503 3,613

評価・換算差額等合計 1,503 3,613

純資産合計 18,912 20,253

負債純資産合計 53,025 54,326

三菱化工機㈱　（6331）　平成21年3月期　第３四半期決算短信

－5－



（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 34,099

売上原価 27,521

売上総利益 6,577

販売費及び一般管理費 4,277

営業利益 2,300

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 217

その他 45

営業外収益合計 264

営業外費用  

支払利息 95

退職給付会計基準変更時差異の処理額 377

その他 144

営業外費用合計 617

経常利益 1,947

特別損失  

減損損失 77

特別損失合計 77

税金等調整前四半期純利益 1,870

法人税、住民税及び事業税 695

法人税等調整額 18

法人税等合計 713

四半期純利益 1,156
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,870

減価償却費 657

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29

賞与引当金の増減額（△は減少） △399

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △107

退職給付引当金の増減額（△は減少） 292

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 52

受取利息及び受取配当金 △219

支払利息 95

為替差損益（△は益） 36

減損損失 77

売上債権の増減額（△は増加） 1,044

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,800

前渡金の増減額（△は増加） △461

仕入債務の増減額（△は減少） △102

前受金の増減額（△は減少） 1,608

その他 156

小計 1,712

利息及び配当金の受取額 219

利息の支払額 △87

法人税等の支払額 △1,540

営業活動によるキャッシュ・フロー 303

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △979

固定資産の売却による収入 6

投資有価証券の取得による支出 △104

投資有価証券の売却による収入 0

長期貸付けによる支出 △2

長期貸付金の回収による収入 31

その他 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,030

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △395

自己株式の取得による支出 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △396

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,160

現金及び現金同等物の期首残高 8,420

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

19

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,279
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用しているエンジニアリング事業、単体機械事業に区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．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 

 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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累

計期間の営業利益が単体機械事業で131百万円減少しております。 

４．追加情報 

 第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法に

よった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益がエンジニアリング事業で12百万円、単体機

械事業で49百万円それぞれ減少しております。 

   

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

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

  

（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〕 

  
エンジニアリ
ング事業 
（百万円） 

単体機械事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  22,695  11,404  34,099  －  34,099

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － （－）  －

計  22,695  11,404  34,099 （－）  34,099

営業利益  349  1,951  2,300 （－）  2,300

事業区分 主要製品

エンジニアリング事業 
都市ガス・石油関連プラント、各種化学工業用プラント、水素製造装置、

下水処理装置、産業排水処理装置、各種水処理装置等 

単体機械事業 
油清浄機、各種分離機・ろ過機、海水取水用除塵設備、半導体排ガス除害

装置、攪拌機等 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  29,525

Ⅱ 売上原価  24,365

売上総利益  5,160

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,202

営業利益  957

Ⅳ 営業外収益  196

Ⅴ 営業外費用  633

経常利益  520

Ⅵ 特別利益  3,324

税金等調整前四半期純利益  3,845

法人税等  1,532

四半期純利益  2,313
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