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

22年3月期第3四半期 29,973 △12.1 1,753 △23.8 1,392 △28.5 892 △22.8

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

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3四半期 11.29 ―

21年3月期第3四半期 14.62 ―

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3四半期 46,486 20,837 44.8 263.50
21年3月期 55,485 19,597 35.3 247.81

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  20,837百万円 21年3月期  19,597百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 5.00

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  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

通期 45,000 △16.9 2,400 △45.1 1,800 △52.5 1,050 △52.7 13.28

-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) 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。 

(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10月30日に公表いたしました連結業績予想を本資料において修正しております。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につ
いて、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、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 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） 22年3月期第3四半期 79,139,500株 21年3月期  79,139,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  57,117株 21年3月期  53,614株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 79,083,970株 21年3月期第3四半期 79,090,310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、海外経済の回復等により、一部業種において持ち直しの動

きも見られました。しかし、経済対策の効果が一巡し、円高やデフレに伴い企業収益が一層悪化するなか、民間

設備投資は大幅に減少し、また、完全失業率が高い水準で推移するなど厳しい雇用・所得環境を背景に、個人消

費も低迷するなど、景気は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 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、前連結会計年度受注

分が売上に寄与いたしましたが、当第３四半期連結累計期間における受注高の減少を反映し、29,973百万円と前

第３四半期連結累計期間を12.1％下回りました。損益面におきましては、売上高は減少いたしましたが、各種コ

スト低減に努め、営業利益は1,753百万円（前第３四半期連結累計期間2,300百万円）、経常利益は、1,392百万円

（前第３四半期連結累計期間1,947百万円）となり、投資有価証券売却益及び税金等を加減後の四半期純利益は

892百万円（前第３四半期連結累計期間1,156百万円）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２四半期連結累計期間末及び連結会計年度

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については、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20,359百万円、営業利益405百万円となりました。 

 単体機械事業については、売上高9,613百万円、営業利益1,348百万円となりました。  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、8,998百万円減少の46,486百万円となりま

した。これは、株価の回復を受け、時価のある有価証券の評価差額が増加したことによる投資有価証券の増加

1,406百万円等がありましたが、受取手形及び売掛金が9,439百万円減少したこと、主として繰延税金資産の減少

による投資その他の資産その他の減少515百万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、10,238百万円減少の25,649百万円となりました。これは、支払手

形及び買掛金の減少8,281百万円、未払法人税等の減少1,091百万円、前受金の減少626百万円、賞与引当金の減少

456百万円の減少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、1,239百万円増加の20,837百万円となりました。これは、利益剰

余金の増加339百万円、その他有価証券評価差額金の増加901百万円等の影響によるものであります。 

  

（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。）の残高は、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145百万円減少

し、8,012百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により獲得した資金は、1,001百万円となりました。これは、仕入債務の減少（8,281百万円）及び法

人税等の支払い（1,461百万円）、前受金の減少（626百万円）等に資金を使用いたしましたが、税金等調整前四

半期純利益の計上（1,443百万円）、売上債権の減少（9,439百万円）、減価償却費（699百万円）等により資金を

得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、579百万円となりました。これは、投資有価証券の償還（80百万円）及び売却

による収入（66百万円）等がありましたが、主に固定資産の取得による支出（723百万円）に使用したことによる

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は、563百万円となりました。これは主に配当金の支払い（553百万円）に使用し

たことによるものであります。  

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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 通期の業績見込みは、当第３四半期連結会計期間末までの各種コスト低減の効果を踏まえ、平成21年10月30日

公表の数値を営業利益2,400百万円、経常利益1,800百万円、当期純利益1,050百万円に修正いたします。 

  

 該当事項はありません。  

 該当事項はありません。  

会計処理基準の改正に伴う変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額300百万円以上かつ工期１年超の工事については

工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手し

た工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事について

は工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用してお

ります。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は874百万円増加し、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139百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該個所に記載しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

      単位：（百万円）

  10月30日公表 今回公表 差異 

売 上 高  45,000 45,000 －

営 業 利 益  2,200  2,400  200 

経 常 利 益 1,550 1,800 250 

当 期 純 利 益  900 1,050 150 

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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,013 8,158

受取手形及び売掛金 16,086 25,525

製品 773 771

仕掛品 4,304 4,457

材料貯蔵品 1,233 1,308

その他 715 751

貸倒引当金 △29 △37

流動資産合計 31,095 40,935

固定資産   

有形固定資産 5,095 5,056

無形固定資産 674 801

投資その他の資産   

投資有価証券 8,337 6,931

その他 1,338 1,854

貸倒引当金 △54 △92

投資その他の資産合計 9,622 8,692

固定資産合計 15,391 14,550

資産合計 46,486 55,485

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,286 17,568

短期借入金 4,000 4,000

未払法人税等 51 1,143

前受金 1,794 2,421

賞与引当金 296 752

完成工事補償引当金 51 50

受注工事損失引当金 4 48

その他 1,094 1,148

流動負債合計 16,580 27,133

固定負債   

長期借入金 2,947 2,947

退職給付引当金 5,765 5,478

役員退職慰労引当金 321 267

その他 35 61

固定負債合計 9,068 8,754

負債合計 25,649 35,887
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21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 10,662 10,323

自己株式 △13 △12

株主資本合計 18,808 18,469

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,029 1,128

評価・換算差額等合計 2,029 1,128

純資産合計 20,837 19,597

負債純資産合計 46,486 55,485
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（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 34,099 29,973

売上原価 27,521 23,827

売上総利益 6,577 6,145

販売費及び一般管理費 4,277 4,392

営業利益 2,300 1,753

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 217 149

貸倒引当金戻入額 － 46

その他 45 7

営業外収益合計 264 204

営業外費用   

支払利息 95 81

退職給付会計基準変更時差異の処理額 377 377

その他 144 105

営業外費用合計 617 564

経常利益 1,947 1,392

特別利益   

投資有価証券売却益 － 51

特別利益合計 － 51

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 1,443

法人税、住民税及び事業税 695 387

法人税等調整額 18 164

法人税等合計 713 551

四半期純利益 1,156 892

三菱化工機㈱ （6331） 平成22年3月期 第3四半期決算短信

-7-



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,443

減価償却費 657 699

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 △46

賞与引当金の増減額（△は減少） △399 △456

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59 △75

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1 1

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △107 △44

退職給付引当金の増減額（△は減少） 292 286

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 52 53

受取利息及び受取配当金 △219 △149

支払利息 95 81

為替差損益（△は益） 36 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △51

減損損失 77 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,044 9,439

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,800 227

前渡金の増減額（△は増加） △461 △250

仕入債務の増減額（△は減少） △102 △8,281

前受金の増減額（△は減少） 1,608 △626

その他 156 142

小計 1,712 2,393

利息及び配当金の受取額 219 149

利息の支払額 △87 △80

法人税等の支払額 △1,540 △1,461

営業活動によるキャッシュ・フロー 303 1,001

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 △723

固定資産の売却による収入 6 0

投資有価証券の取得による支出 △104 △4

投資有価証券の売却による収入 0 66

投資有価証券の償還による収入 － 80

長期貸付けによる支出 △2 △1

長期貸付金の回収による収入 31 4

その他 18 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,030 △579

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △9

配当金の支払額 △395 △553

自己株式の取得による支出 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △396 △563

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,160 △145

現金及び現金同等物の期首残高 8,420 8,157

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 8,012
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21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 

（前第３四半期連結累計期間） 

（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。 

（当第３四半期連結累計期間） 

（工事契約に関する会計基準） 

 第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27

日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27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

売上高は、エンジニアリング事業で790百万円、単体機械事業で83百万円、営業利益はエンジニアリング

事業で117百万円、単体機械事業で22百万円ぞれぞれ増加しております。 

（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

  
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  20,359  9,613  29,973  －  29,973

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － （－）  －

計  20,359  9,613  29,973 （－）  29,973

営業利益  405  1,348  1,753 （－）  1,753

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、バイオマス燃料製造

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 
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４．追加情報 

（前第３四半期連結累計期間） 

 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。  

 前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12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重要な在

外支店がないため、該当事項はありません。 

 前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

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

 該当事項はありません。 

  

〔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
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