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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 54,119 8.9 4,374 29.1 3,793 44.4 2,218 △40.0

20年3月期 49,707 20.0 3,389 7.4 2,627 23.0 3,699 210.6

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 ％ ％ ％

21年3月期 28.05 ― 11.1 6.9 8.1
20年3月期 46.77 ― 19.3 4.9 6.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 55,485 19,597 35.3 247.81
20年3月期 54,326 20,253 37.3 256.07

（参考） 自己資本   21年3月期  19,597百万円 20年3月期  20,253百万円

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

21年3月期 3,292 △1,137 △2,404 8,157
20年3月期 1,233 △881 1,799 8,420

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） 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 395 10.7 2.1
21年3月期 ― ― ― 7.00 7.00 553 25.0 2.8

22年3月期 
（予想）

― ― ― 5.00 5.00 43.9

3.  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）

 

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

22,000 1.1 900 △34.2 600 △47.9 350 △47.8 4.43

通期 47,000 △13.2 2,200 △49.7 1,550 △59.1 900 △59.4 11.38

－1－



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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は14ページ及び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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  53,614株 20年3月期  46,788株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 46,753 12.0 3,689 38.5 3,297 62.9 1,995 △37.0

20年3月期 41,754 20.4 2,664 7.1 2,024 25.8 3,167 286.2

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

21年3月期 25.24 ―

20年3月期 40.04 ―

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 50,189 17,853 35.6 225.75
20年3月期 49,595 18,720 37.7 236.69

（参考） 自己資本 21年3月期  17,853百万円 20年3月期  18,720百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は本資料の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、実際の業績は様々な要因によって予想数値と異なる可能性
があります。 
 なお、上記の予想に関する事項につきましては、３ページをご参照ください。 

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 
累計期間

18,000 △2.3 700 △36.4 550 △47.2 350 △47.2 4.43

通期 40,000 △14.4 1,800 △51.2 1,350 △59.1 800 △59.9 10.12

－2－



(1）経営成績に関する分析 

 ① 当連結会計年度の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は原油・原材料価格の高騰を受け、企業収益の減少により民間設備投

資が慎重となる等、これまで堅調であった景気の足取りが弱まりました。後半は米国の金融危機に端を発した世界経

済の急激な減速に伴う輸出の落ち込み、円高、株価下落等の影響を大きく受け、企業収益の大幅な悪化による民間設

備投資の減少、また、雇用・所得環境の悪化による個人消費の減少等があり、景気は急速に後退局面を深め推移しま

した。 

 このような状況の下、当社グループは、エンジニアリング及び単体機械の両事業において、積極的な営業活動を展

開し、受注の確保・拡大に努めました。また、コスト低減、品質管理を徹底し、顧客満足度の向上に努めました。併

せて、生産設備の改善・増強に必要な設備投資、販売体制の強化を行い、事業基盤の整備・充実を図るとともに、業

務の効率化を推進し、業績の向上に努めてまいりました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度受注工事が売上に寄与し、54,119百万円と前連結会計年度

（49,707百万円）を8.9％上回りました。 

 事業別には、エンジニアリング事業38,407百万円（前連結会計年度34,236百万円）、単体機械事業15,712百万円

（前連結会計年度15,470百万円）となっております。 

 損益面におきましては、売上高の増加と諸経費の低減により営業利益は4,374百万円（前連結会計年度3,389百万

円）経常利益は3,793百万円（前連結会計年度2,627百万円）となり、当期純利益は2,218百万円（前連結会計年度

3,699百万円）となりました。 

 ② 次期の見通し 

 平成22年3月期の連結業績予想につきましては、売上高47,000百万円、営業利益2,200百万円、経常利益1,550百万

円、当期純利益900百万円を見込んでおります。 

 また、個別業績予想は売上高40,000百万円、営業利益1,800百万円、経常利益1,350百万円、当期純利益800百万円

を見込んでおります。 

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,158百万円増加の55,485百万円となりました。これは、

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、投資有価証券が4,102百万円減少いたしま

したが、受取手形及び売掛金の増加2,781百万円、たな卸資産の増加1,271百万円、繰延税金資産（固定資産）の増加

1,404百万円等の影響によるものであります。 

 負債については、前連結会計年度末に比べ1,814百万円増加の35,887百万円となりました。これは、取引銀行との

貸出コミットメント契約により資金調達を効率的に行った結果、短期借入金が2,000百万円減少いたしましたが、支

払手形及び買掛金の増加3,327百万円、退職給付引当金の増加451百万円等の影響によるものであります。 

 純資産については、前連結会計年度末に比べ655百万円減少の19,597百万円となりました。これは、主に当期純利

益の計上により利益剰余金が1,832百万円増加いたしましたが、その他有価証券評価差額金が2,485百万円減少した影

響によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、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） 

 営業活動の結果得られた資金は、3,292百万円となりました。これは、売上債権の増加2,772百万円、法人税等の支

払1,559百万円、たな卸資産の増加1,271百万円等に資金を使用いたしましたが、税金等調整前当期純利益の計上

3,715百万円、仕入債務の増加3,327百万円、減価償却費の計上925百万円等により資金が増加したためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は、1,137百万円となりました。これは、固定資産の売却により117百万円の収入がありま

したが、固定資産の取得に1,188百万円、投資有価証券の取得に105百万円を使用したこと等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） 

 財務活動に使用した資金は、2,404百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済に2,000百万円、配当金の

支払に395百万円使用したことによるものであります。 

 以上及び現金及び現金同等物に係る換算差額により、現金及び現金同等物の残高は、8,157百万円となりました。 

１．経営成績
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③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：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．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。 

３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。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払っている全ての負債を対象としております。 

(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、株主各位に対する利益還元を 重要政策としており、そのため長期にわたる安定的な経営基盤と内部留保

の充実をはかりつつ、成果の配分を行うことを配当政策の基本としております。 

 当期の配当につきましては、当期の業績、今後の事業環境及び財務体質等を勘案し、前期に比べ1株につき２円増

配し、７円とさせていただきたく存じます。  

 次期につきましては、中間配当は引き続き見送りとさせていただき、期末配当で１株につき５円（通期５円）を予

定しております。 

  

  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 平成21年3月期

自己資本比率（％）  30.6  32.0  34.8  37.3  35.3

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 39.4  67.4  57.3  38.1  30.5

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 －  19.3  1.3  7.3  2.1

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 －  3.8  40.8  7.5  24.4
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 近の有価証券報告書（平成20年6月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略いたします。 

  

２．企業集団の状況
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,421 8,158

受取手形及び売掛金 22,744 25,525

たな卸資産 5,265 －

製品 － 771

仕掛品 － 4,457

材料貯蔵品 － 1,308

繰延税金資産 567 550

その他 206 200

貸倒引当金 △36 △37

流動資産合計 37,168 40,935

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,063 2,332

機械装置及び運搬具（純額） 1,076 1,193

土地 1,313 1,124

その他（純額） 526 405

有形固定資産合計 4,980 5,056

無形固定資産 755 801

投資その他の資産   

投資有価証券 11,033 6,931

長期貸付金 49 －

繰延税金資産 175 1,580

その他 241 274

貸倒引当金 △78 △92

投資その他の資産合計 11,422 8,692

固定資産合計 17,158 14,550

資産合計 54,326 55,485
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 14,240 17,568

短期借入金 6,000 4,000

未払法人税等 993 1,143

前受金 2,208 2,421

賞与引当金 684 752

役員賞与引当金 59 75

完成工事補償引当金 129 50

受注工事損失引当金 126 48

その他 929 1,073

流動負債合計 25,372 27,133

固定負債   

長期借入金 2,947 2,947

繰延税金負債 531 －

退職給付引当金 5,026 5,478

役員退職慰労引当金 194 267

その他 0 61

固定負債合計 8,701 8,754

負債合計 34,073 35,887

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 8,490 10,323

自己株式 △11 △12

株主資本合計 16,639 18,469

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,613 1,128

評価・換算差額等合計 3,613 1,128

純資産合計 20,253 19,597

負債純資産合計 54,326 55,485
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 49,707 54,119

売上原価 40,423 43,899

売上総利益 9,283 10,220

販売費及び一般管理費   

販売手数料 330 273

見積設計費 934 1,014

広告宣伝費 48 47

貸倒引当金繰入額 22 36

役員報酬 241 270

従業員給料及び手当 1,540 1,574

賞与引当金繰入額 207 209

役員賞与引当金繰入額 59 75

退職給付引当金繰入額 151 169

役員退職慰労引当金繰入額 58 75

旅費及び交通費 266 272

賃借料 122 113

減価償却費 223 245

研究開発費 497 249

その他 1,188 1,216

販売費及び一般管理費合計 5,893 5,845

営業利益 3,389 4,374

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 186 248

その他 13 41

営業外収益合計 202 292

営業外費用   

支払利息 158 134

退職給付会計基準変更時差異の処理額 584 503

為替差損 140 －

その他 81 235

営業外費用合計 965 873

経常利益 2,627 3,793

特別利益   

厚生年金基金代行返上益 3,501 －

投資有価証券売却益 50 －

特別利益合計 3,551 －

特別損失   

減損損失 － 78

投資有価証券評価損 19 －

特別損失合計 19 78

税金等調整前当期純利益 6,159 3,715

法人税、住民税及び事業税 1,198 1,709

法人税等調整額 1,262 △212

法人税等合計 2,460 1,496

当期純利益 3,699 2,218
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,956 3,956

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,956 3,956

資本剰余金   

前期末残高 4,202 4,202

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,202 4,202

利益剰余金   

前期末残高 4,989 8,490

当期変動額   

合併による増加 － 9

剰余金の配当 △197 △395

当期純利益 3,699 2,218

当期変動額合計 3,501 1,832

当期末残高 8,490 10,323

自己株式   

前期末残高 △8 △11

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

当期変動額合計 △3 △1

当期末残高 △11 △12

株主資本合計   

前期末残高 13,141 16,639

当期変動額   

合併による増加 － 9

剰余金の配当 △197 △395

当期純利益 3,699 2,218

自己株式の取得 △3 △1

当期変動額合計 3,498 1,830

当期末残高 16,639 18,469
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5,023 3,613

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,409 △2,485

当期変動額合計 △1,409 △2,485

当期末残高 3,613 1,128

純資産合計   

前期末残高 18,164 20,253

当期変動額   

合併による増加 － 9

剰余金の配当 △197 △395

当期純利益 3,699 2,218

自己株式の取得 △3 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,409 △2,485

当期変動額合計 2,088 △655

当期末残高 20,253 19,597
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 6,159 3,715

減価償却費 743 925

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21 15

賞与引当金の増減額（△は減少） 85 62

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12 9

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △100 △79

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 92 △77

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,958 449

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 43 73

受取利息及び受取配当金 △188 △250

支払利息 158 134

減損損失 － 78

投資有価証券売却損益（△は益） △50 －

投資有価証券評価損益（△は益） 19 －

為替差損益（△は益） 140 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,086 △2,772

たな卸資産の増減額（△は増加） △511 △1,271

前渡金の増減額（△は増加） 67 △7

仕入債務の増減額（△は減少） 175 3,327

前受金の増減額（△は減少） 705 213

その他 42 189

小計 2,573 4,736

利息及び配当金の受取額 188 250

利息の支払額 △165 △135

法人税等の支払額 △1,364 △1,559

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,233 3,292

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 △945 △1,188

固定資産の売却による収入 20 117

投資有価証券の取得による支出 △48 △105

投資有価証券の売却による収入 80 －

関係会社の整理による収入 － 9

長期貸付けによる支出 △2 △3

長期貸付金の回収による収入 5 32

その他 8 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △881 △1,137
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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（△は減少） － △2,000

長期借入れによる収入 2,000 －

リース債務の返済による支出 － △7

配当金の支払額 △197 △395

自己株式の取得による支出 △3 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,799 △2,404

現金及び現金同等物に係る換算差額 △140 △32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,011 △282

現金及び現金同等物の期首残高 6,408 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期末残高 8,420 8,157
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

化工機プラント環境エンジ㈱ 

㈱菱化製作所 

化工機商事㈱ 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)         同左 

(2)非連結子会社の数 ４社 

主要な非連結子会社 

ＭＫＫ ＥＵＲＯＰＥ Ｂ．Ｖ．(オラン

ダ)             

(2)非連結子会社の数 ３社 

主要な非連結子会社 

ＭＫＫ ＥＵＲＯＰＥ Ｂ．Ｖ．(オランダ) 

  

（連結の範囲から除いた理由） 

 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であります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 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であります。  

２．持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社４社及び関連会社１社については、それ

ぞれ当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり全体としても重要性がないため、こ

れらの会社に対する投資については持分法を適用せず、

原価法により評価しております。 

 なお、ジェーディーシー㈱については、人事、資金、

技術及び取引等いずれも関係なく、当該会社の財務及び

営業の方針に対して影響を与えることができないので関

連会社より除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社３社については、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り全体としても重要性がないため、これらの会社に対す

る投資については持分法を適用せず、原価法により評価

しております。 

 なお、ジェーディーシー㈱については、人事、資金、

技術及び取引等いずれも関係なく、当該会社の財務及び

営業の方針に対して影響を与えることができないので関

連会社より除外しております。 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致してお

ります。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

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 

イ．有価証券 

その他有価証券 

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

却原価は総平均法により算定） 

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 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

ロ．デリバティブ 

時価法 

ロ．デリバティブ 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

ハ．たな卸資産 

製品、材料及び貯蔵品 

……移動平均法による原価法 

ハ．たな卸資産 

製品、材料貯蔵品 

……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

下げの方法により算定） 

仕掛品 

……個別法による原価法 

仕掛品 

……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） 

  

  

（会計方針の変更） 

 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、当連結会計年度より、「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。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益はそれぞれ99百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。  

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ．有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備を除く）については定額法 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備を除く）については定額法 

 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   31～50年 

機械装置及び運搬具 ４～13年 

 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   31～50年 

機械装置及び運搬具 ４～９年 

―――――――― 

  

（追加情報） 

 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、当連結会計年度

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。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益は、それぞれ86百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。  
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当

連結会計年度より、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、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。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益は、それぞれ21百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。  

―――――――― 

  

（追加情報） 

 当社及び連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上し

ております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益は、それぞれ38百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。  

―――――――― 

  

ロ．無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社

内における見込利用可能期間（５年）に基づく定

額法 

ロ．無形固定資産 

同左 

ハ．    ―――――――― 

  

  

ハ．リース資産  

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前の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。  

  

  

（会計方針の変更） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３

月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年

１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、

平成19年3月30日改正）」を適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 これによる損益への影響はありません。  
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(3)重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

 売掛金、貸付金等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勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

(3)重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

同左 

ロ．賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に

基づき当連結会計年度負担額を計上しております。

ロ．賞与引当金 

同左 

ハ．役員賞与引当金 

 役員の賞与の支出に備えるため、支給見込額を計

上しております。 

ハ．役員賞与引当金 

同左 

ニ．完成工事補償引当金 

 売上完了工事の引渡後発生する補償工事の支出に

備えるため、過去２年間の実績基準に将来の補修見

込を加味して計上しております。 

ニ．完成工事補償引当金 

同左 

ホ．受注工事損失引当金 

工事の損失に備えるため、当連結会計年度末の未

引渡工事のうち損失が発生すると見込まれ、かつ、

損失額を合理的に見積ることが可能な工事につい

て、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額

を計上しております。 

ホ．受注工事損失引当金 

同左 

ヘ．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。 

 なお、会計基準変更時差異（8,284百万円）につ

いては、厚生年金基金の代行部分に係るものの消滅

を認識した上で、残額について10年による按分額を

費用処理しております。 

 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（11年）による定額法により処理しており

ます。 

 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（10～12年）による定額法によりそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することと

しております。 

ヘ．退職給付引当金 

同左 

  

（追加情報） 

 当社及び一部の連結子会社は、確定給付企業年金

法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分につい

て、平成19年7月1日に厚生労働大臣から過去分返上

の認可を受けました。 

 これにより特別利益として3,501百万円計上して

おります。 

（追加情報） 

 当社及び一部の連結子会社は、確定給付企業年金

法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分につい

て、平成19年7月1日に厚生労働大臣から過去分返上

の認可を受け、平成20年６月30日に国に返還額（

低責任準備金）の納付を行いました。 

 これによる損益への影響はありません。 

ト．役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基

づく当連結会計年度末要支給額を計上しておりま

す。 

ト．役員退職慰労引当金 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(4)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。 

(4)    ――――――――         

(5)重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

 振当処理の要件を満たしている為替予約について

は振当処理を採用し、特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップについては、特例処理を採用してお

ります。 

(5)重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

為替予約 …………… 輸出入取引 

金利スワップ ……… 借入金の利息 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左  

ハ．ヘッジ方針 

 デリバティブ取引は全て実需に関する取引に限定

し、輸出入取引に係る相場変動の相殺及び将来の支

払利息に係る金利変動リスクの低減を目的としてお

ります。 

ハ．ヘッジ方針 

同左  

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理の要件を満た

しているため、有効性の評価を省略しております。

また、為替予約取引については、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の通貨種別、行使日、金額等の条件がほぼ同

一であり、相関関係が高いことから、有効性の評価

を省略しております。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

(6)収益及び費用の計上基準 

 主として工事完成基準によっておりますが、一部工

事については、工事進行基準によっております。 

(6)収益及び費用の計上基準 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 全面時価評価法を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 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ヶ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。 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

                ―――――――― 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「製品」「仕掛品」「材料貯蔵

品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の

「たな卸資産」に含まれる「製品」「仕掛品」「材料貯

蔵品」はそれぞれ527百万円、3,510百万円、1,227百万

円であります。 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期貸

付金」（当連結会計年度末21百万円）は、金額的重要性

が乏しいため、投資その他の資産の「その他」に含めて

おります。 

（連結損益計算書） 

                ―――――――― 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「為替差

損」（当連結会計年度32百万円）は 営業外費用の総額

の100分の10以下となったため、営業外費用の「その

他」に含めております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「賞与引当金の

増加額」、「投資有価証券売却益」、「為替差損益」に

ついては、前連結会計年度は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため、区分掲記

しております。 

 なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含まれている「賞与引当金の増加

額」、「投資有価証券売却益」、「為替差損益」の金額

はそれぞれ108百万円、1百万円、△30百万円でありま

す。 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「破産更生債権

等の減少額」は、当連結会計年度において、金額的重要

性が乏しくなったため、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損

益」、「投資有価証券評価損益」（当連結会計年度の金

額はそれぞれ32百万円、1百万円）は、当連結会計年度

において、金額的重要性が乏しくなったため、営業活動

によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりま

す。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

１．有形固定資産の減価償却累計額    8,866百万円 １．有形固定資産の減価償却累計額    9,039百万円 

２．担保に供している資産 ２．担保に供している資産 

(1)投資有価証券のうち8,303百万円は、短期借入金

2,890百万円、及び長期借入金220百万円の担保に

供しております。 

(1)投資有価証券のうち4,933百万円は、短期借入金

1,710百万円、及び長期借入金220百万円の担保に

供しております。 

(2)有形固定資産のうち (2)有形固定資産のうち 

建物及び構築物      1,020百万円

機械装置及び運搬具        142百万円

土地        126百万円

その他の有形固定資産    6百万円

計      1,294百万円

建物及び構築物        972百万円

機械装置及び運搬具        108百万円

土地        126百万円

その他の有形固定資産    3百万円

計      1,210百万円

は、短期借入金1,020百万円、及び長期借入金727

百万円の財団抵当及び財団根抵当に供しておりま

す。 

は、短期借入金1,020百万円、及び長期借入金727

百万円の財団抵当及び財団根抵当に供しておりま

す。 

３．非連結子会社及び関連会社に係る注記 ３．非連結子会社に係る注記 

投資有価証券（非連結子会社の株式） 百万円130 投資有価証券（非連結子会社の株式及

び出資金） 

 

百万円211

４．偶発債務 

 従業員の金融機関よりの借入金に対し、次のとおり

債務保証を行っております。 

４．偶発債務 

 従業員の金融機関よりの借入金に対し、次のとおり

債務保証を行っております。 

従業員（住宅資金） 百万円1 従業員（住宅資金） 百万円0

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行７行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行７行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額     10,000百万円

借入実行残高      6,000百万円

差引額      4,000百万円

貸出コミットメントの総額     10,000百万円

借入実行残高      4,000百万円

差引額      6,000百万円
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    前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加6千株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．一般管理費に含まれている研究開発費 

   497百万円

１．一般管理費に含まれている研究開発費 

      249百万円

  

 

２．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしました。  

当社グループは、内部管理上採用しているエンジニ

アリング事業、単体機械事業によりグルーピングを行

っております。ただし、エンジニアリング事業につい

ては、川崎・四日市・鹿島の場所別にグルーピングを

行っております。また、遊休資産は上記グルーピング

から区別してグルーピングしております。 

当連結会計年度において、当社は遊休状態となって

いた北九州市八幡西区に所有する土地（7,539㎡）に

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（78百万円）として特別損失に計上い

たしました。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定して

おります。 

当該物件は、平成21年1月30日付にて売却処理を完

了しております。 

 場所  用途  種類 

 福岡県北九州市  遊休資産  土地 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  79,139  －  －  79,139

合計  79,139  －  －  79,139

自己株式         

普通株式（注）  39  6  －  46

合計  39  6  －  46
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２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加6千株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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  197  2.5 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
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  395 利益剰余金   5.0 平成20年3月31日 平成20年6月30日

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  79,139  －  －  79,139

合計  79,139  －  －  79,139

自己株式         

普通株式（注）  46  6  －  53

合計  46  6  －  53

  
（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20年6月27日 

定時株主総会 
普通株式  395  5.0 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年6月26日 

定時株主総会 
普通株式  553 利益剰余金   7.0 平成21年3月31日 平成21年6月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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記載

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記載

されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

現金及び預金    8,421百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金    △1百万円

現金及び現金同等物   8,420百万円

現金及び預金    8,158百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金    △1百万円

現金及び現金同等物    8,157百万円

三菱化工機㈱ （6331） 平成21年3月期決算短信

－21－



 近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３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。 

（セグメント情報）

ａ．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） 

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  34,236  15,470  49,707  －  49,707

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  － (－)  －

計  34,236  15,470  49,707 (－)  49,707

営業費用  34,094  12,222  46,317 (－)  46,317

営業利益  142  3,247  3,389 (－)  3,389

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
                             

資産  21,998  13,923  35,921  18,405  54,326

減価償却費  310  433  743 (－)  743

資本的支出  417  698  1,116 (－)  1,116

  
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） 

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  38,407  15,712  54,119  －  54,119

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  － (－)  －

計  38,407  15,712  54,119 (－)  54,119

営業費用  36,725  13,019  49,744 (－)  49,744

営業利益  1,681  2,693  4,374 (－)  4,374

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
                             

資産  24,993  14,830  39,823  15,662  55,485

減価償却費  365  559  925 (－)  925

資本的支出  796  455  1,252 (－)  1,252
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２．各事業区分の主要製品 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、

18,405百万円及び15,662百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投

資資金（投資有価証券）等であります。 

４．会計方針の変更 

（前連結会計年度）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」 ４．（2）に記載のとおり、当社及び連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、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、従来の方法によった場合と

比較して、減価償却費及び営業費用はそれぞれ「エンジニアリング事業」で6百万円、「単体機械事業」で

15百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

（当連結会計年度）  

（棚卸資産の評価に関する会計基準）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」 ４．（1）ハに記載のとおり、当連結会計年度より、

「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日公表分）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、営業利益が「単体機械事業」で99百万円減少して

おります。 

（リース取引に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（2）ハに記載のとおり、当連結会計年度より

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しており

ます。なお、この変更に伴う損益への影響はありません。 

５．追加情報 

（前連結会計年度）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」 ４．（2）イに記載のとおり、当社及び連結子会社

は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合と比較して減価償却費及び営業費用はそれぞれ「エンジニアリング事業」

で9百万円、「単体機械事業」で28百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

（当連結会計年度）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」 ４．（2）イに記載のとおり、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、当連結会計年度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。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して減価

償却費及び営業費用はそれぞれ「エンジニアリング事業」で18百万円、「単体機械事業」で68百万円増加

し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

 前連結会計年度（自平成19年４月1日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月1日 至平成

21年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあ

りません。  

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 

ｂ．所在地別セグメント情報

三菱化工機㈱ （6331） 平成21年3月期決算短信

－23－



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平

成21年３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（開示の省略） 

リース取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項につきましては、決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。また、関連当事者との取引に該当する注記

事項につきましては、記載すべき重要な取引がありません。  

 該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額       256.07円 

１株当たり当期純利益金額       46.77円 

１株当たり純資産額       247.81円 

１株当たり当期純利益金額        28.05円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  20,253  19,597

純資産の部から控除する金額（百万円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  20,253  19,597

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（千株） 
 79,092  79,085

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益（百万円）  3,699  2,218

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  3,699  2,218

期中平均株式数（千株）  79,095  79,089

（重要な後発事象）

三菱化工機㈱ （6331） 平成21年3月期決算短信

－24－



  

５．受注・売上の状況（連結）

  
平成19年3月末

受注残高 

前連結会計年度 

自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日 

平成20年3月末

受注残高 

当連結会計年度 

自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日 

平成21年3月末

受注残高 

  受注高 売上高 受注高 売上高 

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 

 

 

32,231  

( %) 

38,401

68.2

 

( %) 

34,236

68.9

 

  

36,396  

( %) 

29,020

67.7

 

( %) 

38,407

71.0

 

  

27,008

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 

 

  

7,551  

( %) 

17,904

31.8

 

( %) 

15,470

31.1

 

  

9,985  

( %) 

13,864

32.3

 

( %) 

15,712

29.0

 

  

8,137

合計 
 

  

39,783  

( %) 

56,305

100.0

 

( %) 

49,707

100.0

 

  

46,381  

( %) 

42,884

100.0

 

( %) 

54,119

100.0

 

  

35,146
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６．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,790 6,775

受取手形 2,411 2,649

売掛金 18,113 20,434

製品 527 771

仕掛品 3,051 3,573

材料貯蔵品 1,124 1,180

前渡金 49 56

前払費用 30 35

繰延税金資産 415 445

短期貸付金 150 －

その他 118 92

貸倒引当金 △20 △19

流動資産合計 32,763 35,996

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,875 2,112

構築物（純額） 130 166

機械及び装置（純額） 1,000 1,114

車両運搬具（純額） 7 6

工具、器具及び備品（純額） 242 242

土地 1,313 1,124

リース資産（純額） － 45

建設仮勘定 241 79

有形固定資産合計 4,811 4,892

無形固定資産   

特許権 65 23

技術使用権 65 122

ソフトウエア 591 595

電話加入権 10 10

無形固定資産合計 733 751

投資その他の資産   

投資有価証券 10,780 6,628

関係会社株式 335 325

関係会社出資金 － 100

従業員に対する長期貸付金 42 15

破産更生債権等 75 94

繰延税金資産 － 1,362

その他 124 112

貸倒引当金 △70 △89

投資その他の資産合計 11,287 8,548

固定資産合計 16,831 14,193

資産合計 49,595 50,189
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,634 6,799

買掛金 7,556 8,587

短期借入金 6,000 4,000

未払金 603 740

未払費用 150 158

未払法人税等 798 1,002

前受金 2,071 2,048

賞与引当金 511 577

役員賞与引当金 40 54

完成工事補償引当金 129 50

受注工事損失引当金 118 43

その他 65 77

流動負債合計 22,680 24,140

固定負債   

長期借入金 2,947 2,947

繰延税金負債 531 －

退職給付引当金 4,557 4,974

役員退職慰労引当金 158 218

その他 0 55

固定負債合計 8,195 8,195

負債合計 30,875 32,336

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,956 3,956

資本剰余金   

資本準備金 4,202 4,202

資本剰余金合計 4,202 4,202

利益剰余金   

利益準備金 840 840

その他利益剰余金   

研究開発基金 500 500

別途積立金 2,049 2,049

繰越利益剰余金 3,591 5,191

利益剰余金合計 6,981 8,581

自己株式 △11 △12

株主資本合計 15,129 16,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,590 1,124

評価・換算差額等合計 3,590 1,124

純資産合計 18,720 17,853

負債純資産合計 49,595 50,189
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 41,754 46,753

売上原価   

製品期首たな卸高 325 527

当期製品製造原価 34,442 38,564

合計 34,768 39,092

製品期末たな卸高 527 771

製品売上原価 34,240 38,320

売上総利益 7,514 8,432

販売費及び一般管理費   

販売手数料 318 247

見積設計費 772 826

広告宣伝費 45 46

貸倒引当金繰入額 17 35

役員報酬 159 179

従業員給料及び手当 1,230 1,221

賞与引当金繰入額 142 166

役員賞与引当金繰入額 40 54

退職給付引当金繰入額 118 140

役員退職慰労引当金繰入額 46 62

旅費及び交通費 213 223

賃借料 86 77

減価償却費 219 241

研究開発費 497 249

その他 941 969

販売費及び一般管理費合計 4,850 4,743

営業利益 2,664 3,689

営業外収益   

受取利息 8 5

受取配当金 259 371

その他 8 36

営業外収益合計 276 413

営業外費用   

支払利息 158 134

退職給付会計基準変更時差異の処理額 530 459

為替差損 140 －

その他 87 210

営業外費用合計 916 804

経常利益 2,024 3,297

三菱化工機㈱ （6331） 平成21年3月期決算短信

－28－



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

厚生年金基金代行返上益 3,200 －

投資有価証券売却益 50 －

特別利益合計 3,250 －

特別損失   

減損損失 － 78

投資有価証券評価損 19 －

特別損失合計 19 78

税引前当期純利益 5,254 3,219

法人税、住民税及び事業税 909 1,460

法人税等調整額 1,178 △237

法人税等合計 2,087 1,223

当期純利益 3,167 1,995
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,956 3,956

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,956 3,956

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,202 4,202

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,202 4,202

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 840 840

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 840 840

その他利益剰余金   

研究開発基金   

前期末残高 500 500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 500 500

別途積立金   

前期末残高 2,049 2,049

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,049 2,049

繰越利益剰余金   

前期末残高 622 3,591

当期変動額   

剰余金の配当 △197 △395

当期純利益 3,167 1,995

当期変動額合計 2,969 1,600

当期末残高 3,591 5,191

利益剰余金合計   

前期末残高 4,011 6,981

当期変動額   

剰余金の配当 △197 △395

当期純利益 3,167 1,995

当期変動額合計 2,969 1,600

当期末残高 6,981 8,581
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △8 △11

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

当期変動額合計 △3 △1

当期末残高 △11 △12

株主資本合計   

前期末残高 12,163 15,129

当期変動額   

剰余金の配当 △197 △395

当期純利益 3,167 1,995

自己株式の取得 △3 △1

当期変動額合計 2,966 1,598

当期末残高 15,129 16,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,959 3,590

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,368 △2,465

当期変動額合計 △1,368 △2,465

当期末残高 3,590 1,124

純資産合計   

前期末残高 17,122 18,720

当期変動額   

剰余金の配当 △197 △395

当期純利益 3,167 1,995

自己株式の取得 △3 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,368 △2,465

当期変動額合計 1,597 △866

当期末残高 18,720 17,853
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 該当事項はありません。 

  

役員異動（6月26日付） 

役員の異動につきましては、平成21年４月28日に公表いたしました「代表取締役及びその他の役員の異動に関するお

知らせ」をご参照ください。  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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