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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 31,819 △10.6 2,155 △48.3 2,768 △39.5 1,576 △39.3

21年3月期第2四半期 35,587 ― 4,172 ― 4,572 ― 2,597 ―

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2四半期 41.18 41.11
21年3月期第2四半期 67.91 67.74

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2四半期 94,968 79,471 83.7 2,074.14
21年3月期 96,627 78,956 81.7 2,062.26

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  79,456百万円 21年3月期  78,942百万円

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

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

21年3月期 ― 24.00 ― 26.00 50.00

22年3月期 ― 20.00

22年3月期 
（予想）

― 20.00 40.00

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 72,800 0.5 5,700 △35.6 6,550 △27.4 3,800 △28.3 99.20
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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．その他をご覧ください。 

(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 

平成21年4月30日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。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、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。なお、上記予想に関する事項は、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ください。 

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2四半期 41,763,704株 21年3月期  41,763,704株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,455,449株 21年3月期  3,484,140株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 38,290,671株 21年3月期第2四半期 38,240,224株

- 2 -



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　　　

　当第2四半期連結累計期間(平成21年4月1日～9月30日)のわが国経済は、生産や輸出に改善の動きがみられ、個人

消費も緩やかに持ち直すなど一部回復の兆しが見られましたが、企業収益減少の影響を受けて設備投資や雇用情勢

が悪化し、景気は依然として厳しい状況で推移しました。

　このような状況の中でミウラグループは、今年、会社設立50周年を迎え、新たに制定したコーポレートステート

メント「熱・水・環境のベストパートナー」の下、熱エネルギーの有効活用や環境負荷低減、水処理システムの提

案などお客様の課題を解決する積極的な事業活動をグローバルに展開し、業績の向上に努めてまいりました。メン

テナンスでは、お客様との絆をさらに深めるため、引き続き「ベストパートナー戦略」を推進し、メンテナンス契

約の受注拡大に取り組んでまいりました。

　当第2四半期連結累計期間の連結業績につきましては、主力の小型ボイラーや舶用ボイラーが低調に推移し、メ

ンテナンスも伸び悩んだことにより、売上高は318億1千9百万円と前年同期(355億8千7百万円)と比べ10.6%減とな

りました。

　利益面につきましては、通信費や交通費、光熱費などのコスト削減に努めましたが、減収の影響や年金費用の増

加、新たに構築した「ＭＩＵＲＡ」ブランド浸透のための経費が発生したことにより、営業利益は21億5千5百万円

と前年同期(41億7千2百万円)と比べ48.3%減、経常利益は27億6千8百万円と前年同期(45億7千2百万円)と比べ39.5%

減、四半期純利益は15億7千6百万円と前年同期(25億9千7百万円)と比べ39.3%減となりました。

　事業別売上高の状況は、次のとおりであります。

　[ボイラー等販売事業]

　小型ボイラー及び関連機器は、ミウラグループ独自の販売体制を活かした提案営業を展開しましたが、今年度か

らの急激な事業環境悪化の影響を受けて、食品、電気、機械業界向けなど総じて低調に推移したことにより、減収

となりました。水管ボイラーは、コージェネ用廃熱回収ボイラーが増加しましたが、舶用補助ボイラーが低調に推

移したことにより、減収となりました。冷熱機器は、食品機械が前年同期並みの水準を維持し、医療用滅菌装置が

大幅に増加したことにより、増収となりました。水処理装置及びボイラー用薬品は、水処理装置が伸び悩み、ボイ

ラー用薬品も環境に配慮した無薬品化の推進により、ほぼ横ばいとなりました。

　この結果、売上高は200億4千8百万円と前年同期(235億4千万円)と比べ14.8%減となりました。

　[メンテナンス事業]

　メンテナンスは、製造業の生産減少など厳しい市場環境の中、優位性のあるメンテナンス体制を活かして、お客

様への省エネルギー提案やサービス強化などに取り組み、メンテナンス再契約の受注確保に努めたことにより、前

年同期並みの水準を維持しました。また、水管ボイラーのメンテナンス売上は低調となりましたが、冷熱機器のメ

ンテナンス売上は好調に推移しました。

　この結果、国内の売上高は前年同期並みの水準を維持しましたが、海外でのメンテナンス売上が円高の影響を受

けたことにより、117億7千1百万円と前年同期(120億4千7百万円)と比べ2.3%減となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　[資産、負債、純資産の状況]

　当第2四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末と比べ16億5千9百

万円減少し、949億6千8百万円となりました。これは主に、譲渡性預金の満期償還に伴う有価証券の減少及び売上

債権の減少によるものであります。負債は、主に未払法人税等及び賞与引当金が減少したことにより、前連結会計

年度末と比べ21億7千3百万円減少し、154億9千7百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末と比べ5億1千4

百万円増加し、794億7千1百万円となりました。この結果、自己資本比率は83.7%となりました。

　[キャッシュ・フローの状況]

　当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ24億3千4百万円増

加し、116億6千2百万円となりました。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、24億6百万円の収入(前年同期比9億7千7百万円の収入減)となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益が減少しましたが、売上債権の減少による収入があったことによるもので

す。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、7億3千9百万円の収入(前年同期比133億9千4百万円の収入増)となりまし

た。これは主に譲渡性預金の満期償還によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、9億9千7百万円の支出(前年同期比8千6百万円の支出増)となりました。

これは主に配当金の支払によるものです。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年4月30日に公表した通期の連結業績予想につきましては変更しておりません。

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）

該当事項はありません。

（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

① 簡便な会計処理

棚卸資産の簿価切下げに関しましては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用につきましては、当社は当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算しており、

連結子会社は法定実効税率をベースとした簡便な方法を採用しております。

（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

該当事項はありません。
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 10,145 8,336

受取手形及び売掛金 17,627 19,398

リース債権及びリース投資資産 3,028 3,101

有価証券 12,800 15,200

金銭の信託 19 171

商品及び製品 2,590 2,440

仕掛品 1,576 1,538

原材料及び貯蔵品 3,673 3,644

繰延税金資産 1,857 1,899

その他 1,562 1,363

貸倒引当金 △67 △82

流動資産合計 54,813 57,012

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,056 12,333

機械装置及び運搬具（純額） 1,915 1,947

土地 9,699 9,698

建設仮勘定 582 133

その他（純額） 1,030 1,065

有形固定資産合計 25,284 25,179

無形固定資産 542 556

投資その他の資産   

投資有価証券 9,813 8,799

その他 4,753 5,288

貸倒引当金 △240 △209

投資その他の資産合計 14,327 13,878

固定資産合計 40,154 39,614

資産合計 94,968 96,627
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,736 1,924

短期借入金 10 －

リース債務 8 9

未払法人税等 1,217 2,065

前受金 5,135 4,660

製品保証引当金 432 427

賞与引当金 2,056 2,426

その他 3,500 4,725

流動負債合計 14,098 16,238

固定負債   

長期借入金 － 50

リース債務 8 12

繰延税金負債 782 762

退職給付引当金 127 130

役員退職慰労引当金 465 459

その他 15 17

固定負債合計 1,398 1,432

負債合計 15,497 17,670

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,544 9,544

資本剰余金 10,088 10,088

利益剰余金 66,484 65,969

自己株式 △5,254 △5,297

株主資本合計 80,862 80,304

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △312 △341

為替換算調整勘定 △1,093 △1,020

評価・換算差額等合計 △1,406 △1,361

少数株主持分 14 14

純資産合計 79,471 78,956

負債純資産合計 94,968 96,627
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 35,587 31,819

売上原価 20,252 18,285

売上総利益 15,335 13,534

販売費及び一般管理費 11,163 11,379

営業利益 4,172 2,155

営業外収益   

受取利息 110 92

金銭の信託運用益 － 4

受取賃貸料 190 192

為替差益 12 105

その他 279 224

営業外収益合計 592 618

営業外費用   

支払利息 0 0

金銭の信託運用損 183 －

その他 8 5

営業外費用合計 192 5

経常利益 4,572 2,768

特別利益   

固定資産売却益 1 6

貸倒引当金戻入額 32 －

事業譲渡益 27 －

特別利益合計 61 6

特別損失   

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 23 5

特別損失合計 23 6

税金等調整前四半期純利益 4,610 2,768

法人税、住民税及び事業税 2,012 1,155

法人税等調整額 1 36

法人税等合計 2,014 1,192

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純利益 2,597 1,576
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 4,610 2,768

減価償却費 1,202 912

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 13

賞与引当金の増減額（△は減少） 604 △370

受取利息及び受取配当金 △176 △156

支払利息 0 0

金銭の信託の運用損益(△は運用益) 183 △4

為替差損益（△は益） △0 56

有形固定資産除売却損益（△は益） 21 △0

売上債権の増減額（△は増加） △762 2,196

たな卸資産の増減額（△は増加） △783 △93

仕入債務の増減額（△は減少） 224 △443

その他 △368 △627

小計 4,751 4,252

利息及び配当金の受取額 162 159

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △1,529 △2,005

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,383 2,406

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 △1,187 △3,674

定期預金の払戻による収入 1,175 2,994

貸付けによる支出 △364 △337

貸付金の回収による収入 364 133

有価証券の取得による支出 △10,500 △9,500

有価証券の売却及び償還による収入 － 13,200

投資有価証券の取得による支出 △2 △1,443

金銭の信託の解約による収入 － 157

関係会社出資金の払込による支出 △242 △1

有形固定資産の取得による支出 △1,418 △760

有形固定資産の売却による収入 9 21

その他 △488 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,654 739

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） △50 10

リース債務の返済による支出 － △4

長期借入れによる収入 50 －

長期借入金の返済による支出 － △50

自己株式の取得による支出 △2 △0

自己株式の売却による収入 46 41

配当金の支払額 △955 △994

財務活動によるキャッシュ・フロー △911 △997

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,214 2,161

現金及び現金同等物の期首残高 19,975 9,228

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 272

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,761 11,662
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第2四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年9月30日）

ボイラー等
販売事業
（百万円）

メンテナンス
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 23,540 12,047 35,587 ― 35,587

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 1,396 ― 1,396 (1,396) ―

計 24,936 12,047 36,983 (1,396) 35,587

営業利益 2,429 3,580 6,010 (1,837) 4,172

(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、廃熱ボイラー、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

当第2四半期連結累計期間（自平成21年4月1日　至平成21年9月30日）

ボイラー等
販売事業
（百万円）

メンテナンス
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 20,048 11,771 31,819 ― 31,819

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 1,402 ― 1,402 (1,402) ―

計 21,451 11,771 33,222 (1,402) 31,819

営業利益 472 3,569 4,041 (1,886) 2,155

(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、廃熱ボイラー、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、蒸気調理器、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

〔所在地別セグメント情報〕

前第2四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年9月30日）及び当第2四半期連結累計期間（自平成

21年4月1日　至平成21年9月30日）

全セグメントの売上高の合計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。
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〔海外売上高〕

前第2四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年9月30日）

 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,829 664 4 3,498

Ⅱ　連結売上高（百万円）    35,587

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
7.9 1.9 0.0 9.8

(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・・・ドイツ、オランダ

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。

当第2四半期連結累計期間（自平成21年4月1日　至平成21年9月30日）

 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,857 917 0 2,776

Ⅱ　連結売上高（百万円）    31,819

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
5.8 2.9 0.0 8.7

(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、シンガポール、タイ

(2) 北　米・・・カナダ、アメリカ

(3) その他・・・ドイツ、オランダ

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。　

（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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