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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 47,203 △10.5 3,181 △52.6 4,051 △39.0 2,258 △40.2

21年3月期第3四半期 52,757 ― 6,712 ― 6,645 ― 3,773 ―

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 58.97 58.87
21年3月期第3四半期 98.67 98.45

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 94,463 79,291 83.9 2,069.21
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3四半期  79,276百万円 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  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 65,300 △9.8 5,100 △42.3 6,200 △31.3 3,600 △32.0 93.96
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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．その他をご覧下さい。 

(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 

1.平成21年4月30日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。 
2.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3四半期 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3四半期  3,451,114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3四半期 38,297,027株 21年3月期第3四半期 38,245,002株
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         当第3四半期連結累計期間(平成21年4月1日～12月31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、円高やデフレ懸念などによる企業収益減少 

       の影響を受けて、設備投資や雇用情勢が低調に推移し、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、昨年5月、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、「お客様最優先・安全最優先企業」として熱エネルギー 

 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。また、お客様との信頼関係を揺るぎないものにするため、引き続 

 き「ベストパートナー戦略」を推進し、お客様満足の向上に努めるとともに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3四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たこ

  とにより、売上高は472億3百万円と前年同期(527億5千7百万円)と比べ10.5%減となりました。利益面につきまし 

  ては、通信費や交通費、原材料費などのコスト低減に努めましたが、減収の影響や年金費用などの増加、新たな 

  ブランド浸透のための広告宣伝費が発生したことにより、営業利益は31億8千1百万円と前年同期(67億1千2百万 

 円)と比べ52.6%減、経常利益は40億5千1百万円と前年同期(66億4千5百万円)と比べ39.0%減、四半期純利益は22億

  5千8百万円と前年同期(37億7千3百万円)と比べ40.2%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] 

   小型貫流ボイラー及び関連機器は、競争力を高めた独自の販売体制を活かし、ソリューション営業を展開しま 

 したが、景気低迷の影響を受けた急激な事業環境悪化に伴い、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、工業炉用途向けの廃熱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292億8千4百万円と前年同期(346億1百万円)と比べ15.4%減となりました。 

   [メンテナンス事業] 

   メンテナンスは、製造業の設備投資意欲鈍化や生産減少など経済縮小の中、優位性のあるメンテナンス体制を 

  活かして、お客様に対する省エネルギー提案の深化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、前年同期並みとなりました。また、水管ボイラーのメンテナンス売上は微減となりま 

  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、179億1千9百万円と前年同期(181億5千5百万円)と比べ1.3%減となりました。 

  

  [資産、負債、純資産の状況] 

     当第3四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21億6千3百 

      万円減少し、944億6千3百万円となりました。これは主に譲渡性預金の満期償還にともな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24億9千8百万円減少

   し、151億7千2百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末と比べ3億3千4百万円増加し、792億9千1百万円 

      となりました。 

      この結果、自己資本比率は83.9%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の残高は、前連結会計年度末と比べ39億7千4百万円減 

   少し、52億5千3百万円となりました。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、13億8百万円の収入(前年同期比10億8千8百万円の収入減)となりまし 

   た。これは主に税金等調整前当期純利益を40億4千6百万円計上したものの、棚卸資産の増加や法人税等の支払によ

   り、資金が減少し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、37億9千2百万円の支出(前年同期比97億7千3百万円の支出減)となりま 

   した。これは主に有形固定資産や投資有価証券の取得により、資金が減少したことによるものです。     

     財務活動によるキャッシュ・フローは、17億6千万円の支出(前年同期比5千6百万円の支出減)となりました。こ 

   れは主に配当金の支払いによるものです。 

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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     当第3四半期における業績の進捗状況および事業環境等を踏まえ業績予想の見直しを行った結果、平成22年3月 

  期の連結業績予想を修正することといたしました。詳細につきましては、本日開示の「業績予想の修正に関する 

   お知らせ」をご参照ください。 

  

  

該当事項はありません。  

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3四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。  

該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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 8,135 8,336

受取手形及び売掛金 18,220 19,398

リース債権及びリース投資資産 3,053 3,101

有価証券 11,500 15,200

金銭の信託 13 171

商品及び製品 3,221 2,440

仕掛品 1,858 1,538

原材料及び貯蔵品 3,871 3,644

繰延税金資産 1,853 1,899

その他 1,862 1,363

貸倒引当金 △85 △82

流動資産合計 53,504 57,012

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,495 12,333

機械装置及び運搬具（純額） 1,822 1,947

土地 9,727 9,698

建設仮勘定 514 133

その他（純額） 978 1,065

有形固定資産合計 26,539 25,179

無形固定資産 509 556

投資その他の資産   

投資有価証券 9,726 8,799

その他 4,396 5,288

貸倒引当金 △213 △209

投資その他の資産合計 13,910 13,878

固定資産合計 40,958 39,614

資産合計 94,463 96,627
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,793 1,924

短期借入金 10 －

リース債務 7 9

未払法人税等 9 2,065

前受金 5,140 4,660

製品保証引当金 419 427

賞与引当金 1,156 2,426

その他 5,266 4,725

流動負債合計 13,802 16,238

固定負債   

長期借入金 － 50

リース債務 7 12

繰延税金負債 726 762

退職給付引当金 144 130

役員退職慰労引当金 475 459

その他 15 17

固定負債合計 1,369 1,432

負債合計 15,172 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 66,400 65,969

自己株式 △5,247 △5,297

株主資本合計 80,784 80,304

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △398 △341

為替換算調整勘定 △1,109 △1,020

評価・換算差額等合計 △1,507 △1,361

少数株主持分 14 14

純資産合計 79,291 78,956

負債純資産合計 94,463 96,627
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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 52,757 47,203

売上原価 29,599 26,897

売上総利益 23,158 20,306

販売費及び一般管理費 16,445 17,125

営業利益 6,712 3,181

営業外収益   

受取利息 158 151

金銭の信託運用益 － 4

受取賃貸料 282 287

為替差益 － 84

その他 371 350

営業外収益合計 812 877

営業外費用   

支払利息 0 0

金銭の信託運用損 617 －

為替差損 254 －

その他 8 7

営業外費用合計 879 7

経常利益 6,645 4,051

特別利益   

固定資産売却益 3 7

貸倒引当金戻入額 31 －

事業譲渡益 25 －

特別利益合計 60 7

特別損失   

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 35 11

特別損失合計 35 12

税金等調整前四半期純利益 6,670 4,046

法人税、住民税及び事業税 2,906 1,753

法人税等調整額 △8 34

法人税等合計 2,897 1,788

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益 3,773 2,258
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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 6,670 4,046

減価償却費 1,876 1,413

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42 6

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,029 △1,270

受取利息及び受取配当金 △276 △268

支払利息 0 0

金銭の信託の運用損益(△は運用益) 617 △4

為替差損益（△は益） 51 43

有形固定資産除売却損益（△は益） 32 4

売上債権の増減額（△は増加） △1,434 1,591

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,729 △1,203

仕入債務の増減額（△は減少） 121 △388

その他 1,569 878

小計 5,428 4,848

利息及び配当金の受取額 233 272

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △3,264 △3,812

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,396 1,308

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 △1,567 △5,058

定期預金の払戻による収入 1,536 5,351

貸付けによる支出 △364 △829

貸付金の回収による収入 365 353

有価証券の取得による支出 △12,800 △15,500

有価証券の売却及び償還による収入 3,000 15,200

投資有価証券の取得による支出 △503 △1,501

金銭の信託の解約による収入 － 163

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 △1,975 △1,912

有形固定資産の売却による収入 12 23

その他 △1,026 △81

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,565 △3,792

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 － △6

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 △1

自己株式の売却による収入 57 48

配当金の支払額 △1,873 △1,761

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,817 △1,760

現金及び現金同等物に係る換算差額 △62 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,048 △4,247

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 6,927 5,253
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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) 

（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   

  

（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〕

  

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 34,601 18,155 52,757 － 52,757

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 2,077 － 2,077 (2,077) －

計 36,679 18,155 54,834 (2,077) 52,757

 営業利益 3,734 5,624 9,358 (2,645) 6,712

  

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 29,284 17,919 47,203 － 47,203

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 2,136 － 2,136 (2,136) －

計 31,421 17,919 49,340 (2,136) 47,203

 営業利益 376 5,577 5,953 (2,772) 3,181
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  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） 

 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。     

  

 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） 

(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 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。 

  

 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〕

  アジア 北米  その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,286 1,118 5 5,410

Ⅱ 連結売上高（百万円）       52,757

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

  売上高の割合（％） 
8.1 2.1 0.0 10.3

  アジア 北米  その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,884 1,596 11 4,492

Ⅱ 連結売上高（百万円）       47,203

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

  売上高の割合（％） 
6.1 3.4 0.0 9.5

（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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