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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 66,354 △8.4 4,795 △45.8 5,859 △35.0 3,274 △38.2

21年3月期 72,419 0.5 8,843 △12.4 9,017 △15.8 5,296 △16.0

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 ％ ％ ％

22年3月期 85.48 85.34 4.1 6.0 7.2
21年3月期 138.45 138.16 6.8 9.5 12.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 98,416 80,559 81.8 2,101.72
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  80,543百万円 21年3月期  78,942百万円

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

22年3月期 6,574 △2,821 △1,743 11,513
21年3月期 8,911 △17,789 △1,796 9,228

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 24.00 ― 26.00 50.00 1,913 36.1 2.5
22年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 1,532 46.8 1.9

23年3月期 
（予想）

― 20.00 ― 20.00 40.00 38.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

34,800 9.4 2,700 25.3 3,100 12.0 1,900 20.5 49.58

通期 72,500 9.3 5,900 23.0 6,750 15.2 4,000 22.2 104.38
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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) 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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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  3,441,073株 21年3月期  3,484,140株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 62,267 △8.9 4,528 △43.7 5,879 △43.7 3,364 △70.1

21年3月期 68,374 33.9 8,045 38.4 10,451 39.4 11,236 156.6

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
円 銭 円 銭

22年3月期 87.83 87.69
21年3月期 293.76 293.14

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 95,215 77,446 81.3 2,020.90
21年3月期 94,765 75,631 79.8 1,975.78

（参考） 自己資本 22年3月期  77,446百万円 21年3月期  75,631百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績予想等につきましては、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は異なる場合があります。 
業績予想に関する事項は、3ページをご参照下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、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悪化し、景気は

予断を許さない状況で推移しました。 

小型貫流ボイラー業界におきましては、製造業を中心とする設備投資が減少したことから、国内のボイラー需要は前年同期

を大幅に下回る水準となり、企業間競争がさらに激化するなど厳しさを増してまいりました。 

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 優先・安全 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努めてまいりました。さらに、今後、コア商品の創出や海外事業の強化による成長

を続けるため、新商品開発投資や国内生産工場の再編、米国および東アジア圏の生産、販売・メンテナンス体制の再構築を

積極的に進めてまいりました。  

当期の連結業績につきましては、メンテナンスが底堅く推移しましたが、主力の小型ボイラーや舶用ボイラーが減少したこと

により、売上高は663億5千4百万円と前期(724億1千9百万円)に比べ8.4％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などが発生したことにより、営業利益は47億9千5百万円と前期(88億4千3百万円)に比

べ45.8％減、経常利益は58億5千9百万円と前期(90億1千7百万円)に比べ35.0％減、当期純利益は32億7千4百万円と前期

(52億9千6百万円)に比べ38.2％減となりました。 

② 事業の種類別セグメントの概況 

［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の悪化に伴い、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、工業炉向けの廃熱ボイラーは増加しましたが、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、食品機械が回復し、医療用滅菌装置も増加したことにより、増収となりました。 

水処理装置は、ろ過装置や業務用軟水装置が伸び悩み、ボイラー用薬品は、環境に配慮した無薬品化の推進により微増と

なりましたが、冷却塔用薬品が増加しました。 

この結果、当事業の売上高は420億7千4百万円と前期(482億5千2百万円)に比べ12.8％減となりました。 

［メンテナンス事業］ 

メンテナンスにつきましては、海外では、製造業の設備投資意欲鈍化や生産減少、円高の進展による為替換算の影響を受

けて減収となりましたが、国内では、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、増収となりました。 

この結果、当事業の売上高は242億8千万円と前期(241億6千7百万円)に比べ0.5％増となり、前年を上回る水準を維持する

ことができました。 

③  次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、わが国経済は、海外経済の回復や緊急経済対策の効果などにより景気の持ち直しが期待さ

れますが、雇用情勢の悪化や設備投資の低迷などが引き続き懸念されており、先行き不透明な状況が続くものと思われます。

小型貫流ボイラー業界におきましては、省エネルギーや環境負荷低減に貢献する小型貫流ボイラーの需要回復が期待され

ますが、不安定なエネルギー情勢や設備投資低迷などの影響を受けて市場環境は引き続き厳しい状況が続くものと予想され

ます。 

このような状況の中で当社グループは、「お客様 優先・安全 優先企業」としてお客様満足を第一に品質や技術力の向上

に取り組むとともに、生産システムの再構築や販売促進に努めてまいります。 

ボイラー等販売事業では、他社との競争力を一層高めるため、大容量ボイラーや蒸気有効利用機器を中心に独自技術を活

かした新たな製品を開発し、お客様の課題を解決する提案営業を強化してまいります。 

メンテナンス事業では、一層のお客様満足向上のため、 高のテクノサービスを提供することによって、お客様との信頼関係

を揺るぎないものとし、メンテナンス契約の拡充に努めてまいります。 

また、当社グループは、事業の拡大を図るため、ボイラー等販売事業に加え、特に水処理事業と海外事業の強化に注力し

てまいります。 

水処理事業では、純水、ろ過などの工場用水や工場循環冷却水に関する独創的な商品やシステムを開発し、「工場インフラ

トータルソリューション」を合言葉に工場全体のトータル水処理事業の成長を目指してまいります。 

海外事業では、グローバルな事業展開を強化するため、グループ一体となってアジア、北米を中心に生産、販売・メンテナ

１．経営成績
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ンス体制の再構築を進めてまいります。 

なお、中国事業の重要性が増してくるため、平成23年3月期より、当社の全額出資会社である三浦工業設備(蘇州)有限公司

を連結決算の範囲に含めることとします。  

おかげさまで当社グループは、昨年、会社設立50周年を迎え、これを機にグローバルブランド「ＭＩＵＲＡ」を策定いたしまし

た。今後、この新たなブランド「ＭＩＵＲＡ」を世界に広めるため、省エネルギーや省資源、環境負荷低減をテーマとした「お客様

の役に立つ お客様に喜ばれる」商品やシステムの開発を進めて、業績の拡大に努めてまいります。 

以上により、平成23年3月期の通期業績につきましては、増収増益を予想しております。 

[連結業績見通し]                   

 なお、年間配当金は1株当たり40円(中間20円、期末20円)を予定しております。 

   

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、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17億8千8百万円増加し、984億1千6百万円となりました。流動

資産は、現金及び預金が増加しましたが、受取手形及び売掛金が減少したことにより、5億8千2百万円の減少となりました。固

定資産は、主に建物および構築物を購入したことにより、23億7千1百万円の増加となりました。 

負債は、未払法人税や繰延税金負債が減少しましたが、賞与引当金や前受金などが増加したことにより、前連結会計年度

末に比べ1億8千5百万円増加し、178億5千6百万円となりました。 

純資産は、主に当期純利益32億7千4百万円を計上したことにより、前連結会計年度末に比べ16億2百万円増加し、805億

5千9百万円となりました。 

②  キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ22億8千5百万円増加し、115億1千3百万

円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・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、前連結会計年度と比べ23億3千6百万円減少し、65億7千4百万円の収入となりまし

た。これは主に当期純利益が減少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・フローは、前連結会計年度と比べ支出が149億6千8百万円減少し、28億2千1百万円の支出と

なりました。これは主に、有価証券の売却により収入が増加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・フローは、前連結会計年度と比べ支出が5千3百万円減少し、17億4千3百万円の支出となりまし

た。これは主に、配当金の支払額の減少によるものであります。 

  

  
 通期  

金額（百万円）   前期比（％） 

売上高  72,500 ＋  9.3

営業利益  5,900 ＋  23.0

経常利益  6,750 ＋  15.2

当期純利益  4,000 ＋  22.2
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  なお、キャッシュ・フロー関連指標のトレンドは、次のとおりであります。 

（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／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・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、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により計算しております。 

   ３．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支払っている全ての負債を対象としておりま 

     す。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

(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、利益配分につきましては、安定的な配当の継続を基本に、経営基盤の強化と将来の事業展開に備えるため内部

留保の充実を図りつつ、会社の業績に対応した適正な利益還元を行うことが望ましいと考えております。この方針に従って、

剰余金の配当は連結での配当性向30％を目処として、連結業績や財務状況等を総合的に勘案しながら決定し、配当水準

の向上に努めてまいります。 

  内部留保金は、グローバルな事業拡大を図るための新技術・新製品への研究開発や生産・販売体制の構築、リース事業

の展開など主に事業基盤・競争力の強化のための投資に活用してまいります。また、環境保全、安全、品質等を高めるため

の投資や情報システムの再構築などにも充当し、企業価値の増大を図ってまいります。 

 当期の配当金につきましては、期末配当金を1株当たり20円とし、先の中間配当金20円と合わせ、年間の配当金は、40円

とさせていただく予定です。これにより、当期の連結配当性向は46.8％となる見込みです。 

 また、次期の配当金については、当社連結業績予想を勘案し、1株当たり40円(中間20円・期末20円)を予定しております。

  

  平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率 % 77.4 % 82.4 % 81.7 % 81.8

時価ベースの自己資本比率 % 123.7 % 92.7 % 87.5 % 94.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 % 2.8 % 0.5 % 0.6 % 0.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）  36.7  13,285.6  29,130.6 219,152.4 
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 当社の企業集団は、当社及び連結子会社10社、非連結子会社7社、関連会社1社で構成されております。 

 当社の企業集団の主な事業内容並びに当社及び子会社との位置づけは以下のとおりであります。 

(1）小型貫流ボイラー及び関連機器 

 小型貫流ボイラー及び関連機器は、主要部品の製造を三浦精機株式会社（連結子会社）及び三浦工機株式会社

（連結子会社）に委託し、当社が当該部品の仕入れを行い、加工・塗装・組立を株式会社三浦マニファクチャリン

グ（連結子会社）に委託し、当社が販売とこれらに伴う諸工事を行っております。関連機器の一部については、株

式会社サンケミ（連結子会社）が製造し、当社が販売しております。 

 海外においては、現地での小型貫流ボイラー等の製造及び販売を行っております。韓国においては韓国三浦工業

株式会社（連結子会社）が、台湾においては三浦鍋爐股份有限公司（非連結子会社）が、中国においては三浦工業

設備（蘇州）有限公司（非連結子会社）が、インドネシアにおいてはピーティー・ミウラインドネシア（非連結子

会社）が現地での製造・販売を担当しております。また、カナダにおいてはミウラボイラ・カンパニー・リミテッ

ド（連結子会社）が、米国においてはミウラマニファクチャリング・アメリカ・カンパニー・リミテッド(非連結

子会社)が現地での製造を担当しております。また、北米においてはミウラノースアメリカ・インク（連結子会

社）が、東南アジアにおいてはミウラサウスイーストアジア・プライベート・リミテッド（非連結子会社）が現地

での販売を担当しております。なお、上記子会社が販売活動を行っている地域以外は、当社が販売しております。

(2）水管ボイラー及び冷熱機器 

 水管ボイラーは、原材料の仕入れを当社が行い、加工・塗装・組立を三浦マシン株式会社（連結子会社）に委託

し、当社が販売しております。冷熱機器は、主要部品の製造を三浦テクノ株式会社（連結子会社）に委託し、当社

が当該部品の仕入れを行い、組立を三浦エヌピー株式会社（連結子会社）に委託し、当社が販売しております。 

(3）水処理装置及び薬品 

 水処理装置及び薬品は、株式会社サンケミが製造し、当社が販売しております。水処理装置の一部は、主要部品

の製造を三浦テクノ株式会社に委託し、当社が当該部品の仕入れを行い、組立を三浦エヌピー株式会社に委託し、

当社が販売しております。 

(4）メンテナンス 

 ボイラー等に関する保守管理業務は、国内は当社が行い、海外につきましては、韓国においては韓国三浦工業株

式会社が、中国においては三浦工業設備（蘇州）有限公司が、台湾においては三浦鍋爐股份有限公司が、北米にお

いてはミウラノースアメリカ・インクが、東南アジアにおいてはミウラサウスイーストアジア・プライベート・リ

ミテッドが行っております。 

 当社の不動産の管理業務は、三浦環境マネジメント株式会社（非連結子会社）が担当しております。 

 また、法人・個人部門の損害保険、生命保険代理業務を株式会社ミウラ・エス・エー（非連結子会社）が担当し

ております。 

 事業の種類別セグメントとの関連は、上記の(1)、(2)、(3)についてはボイラー等販売事業に、(4)についてはメ

ンテナンス事業に含めております。 

２．企業集団の状況

三浦工業㈱　(6005)　平成22年3月期決算短信

-6-



 事業の系統図は次のとおりであります。 

  

(注) 1  平成21年6月1日に当社とミウラサウスイーストアジア・プライベート・リミテッドは、インドネシアにピー  

     ティー・ミウラインドネシア（当社1％出資、ミウラサウスイーストアジア・プライベート・リミテッド99％ 

     出資）をインドネシアに設立いたしました。 

      2   平成22年4月1日に株式会社サンケミは三浦アクアテック株式会社に社名を変更しております。 

      3   平成22年4月1日設立の三浦マニファクチャリングコリア株式会社に韓国三浦工業株式会社は49％出資しており

ます。 

      4   平成22年5月1日に三浦エヌピー株式会社は株式会社三浦マニファクチャリングに吸収合併されます。 
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(1) 経営の基本方針 

当社グループは昨年、設立50周年を迎え、今後一層、世界の熱・水・環境のベストパートナー企業として成長する

ため、企業ブランドを「ＺボイラＭＩＵＲＡ」から世界共通の「ＭＩＵＲＡ」に改め、「熱・水・環境のベストパー

トナー」をコーポレート・ステートメントとして掲げております。 

この新たなブランドの下、小型貫流ボイラー事業でのトップシェアの優位性をベースに、エネルギー有効利用技術

と水処理技術に加え、環境関連技術を軸とした事業分野で、安全で有用な新製品やサービスを独自の技術力で創出

し、お客様の省エネルギー化・省力化や地球環境の保全に貢献することでグローバル企業への成長を目指します。 

そして、企業価値の 大化を目指して透明性や効率性の高い経営に努め、株主をはじめとするステークホルダーの

皆様の期待と信頼にお応えするとともに、健全な成長を図って企業の社会的責任を果たしてまいりたいと考えており

ます。 

さらに、私たちミウラグループは、「我々はわが社を も働きがいのある、 も働きやすい職場にしよう」をモッ

トーに信頼・連帯感・誇りで結ばれる風通しの良い職場の実現を目指し、働きがいのある企業風土づくりや人材育成

などに取り組み、成長し続けるための基盤の強化を図ってまいる所存であります。 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、いかなる市場環境のもとでも経営資源である利益を着実に拡大していくことが企業価値の増大と

株主利益の向上につながるものと考えております。そこで当社グループは、営業利益、当期純利益の増額とROE(自己

資本当期純利益率)向上を主要な経営目標として重視しております。 

平成23年3月期には、営業利益59億円、当期純利益40億円を年度経営目標として収益性の向上に取り組んでまいりま

す。 

(3) 中長期的な経営戦略 

  当社グループは、主力の小型貫流ボイラーをはじめとする全製品をグローバルに事業展開し「世界のＭＩＵＲＡ」 

 として成長してまいりたいと考えております。このため、海外においては、メンテナンスのノウハウや省エネルギ 

 ー・環境保全の提案など国内で長年培ったビジネスモデルを地域の絞込みを行いながら集中的に展開し、事業基盤の

 強化と収益力の向上に努めてまいります。また、グローバルな市場のニーズにマッチした新製品の開発や設計・製造 

 一体となった品質の追求に取り組み、企業ブランドの浸透を図ってまいります。 

国内においては、熱・水・環境の事業分野において、「ベストパートナー戦略」を展開し、独自技術をもとにお客

様の役に立つモノづくりを進め、テクノサービスやソリューションの提供に努めて、事業の拡大を図ってまいりま

す。 

(4) 会社の対処すべき課題 

ボイラー等販売事業におきましては、主力の小型貫流ボイラー事業では、競争力の優位性をゆるぎないものとする

ため、省エネルギーの推進、IT(情報技術)活用、リース・レンタルを利用したアウトソーシングの提案、環境汚染物

質の排出削減などに取り組み、品質、環境対応、コストでの一層の差別化を推し進めるとともに、お客様の課題を解

決するソリューションビジネスの展開を図ってまいります。 

舶用事業、特機事業、食機事業及びメディカル事業では、顧客ニーズを先取する独創的な商品の開発に取り組み、

新しい市場の開拓に注力して、国内はもとより海外にも事業展開してまいります。 

また、水処理事業では、純水、ろ過などの工場用水や工場循環冷却水に関する商品、システムを提案する新しいビ

ジネスモデルを推進し、事業の拡大に取り組んでまいります。 

メンテナンス事業では、急速に進展する情報通信インフラを積極的に活用することにより、業界随一のオンライン

メンテナンス・ネットワークを利用したビジネスモデルの差別化を推し進め、お客様満足を第一にサービス業務の効

率化と高品質のサービス提供に努め、安定した成長を目指してまいります。 

海外事業は、グローバルな事業展開を図るため、ミウラグループの強みを生かして技術、人材、事業モデルなど経

営資源を積極的に投入し、生産能力の増強や製品ラインアップの充実に努めてまいります。特に今後、事業拡大が期

待できる米国においては、生産・販売拠点と販売ネットワークの拡充を進め、また、成長市場である中国において

は、蘇州現地法人の生産能力の増強と新規顧客の開拓に取り組み、収益基盤の早期確立に努めてまいります。 

  

３．経営方針
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,336 8,771

受取手形及び売掛金 19,398 18,518

リース債権及びリース投資資産 3,101 2,990

有価証券 15,200 15,000

金銭の信託 171 13

商品及び製品 2,440 2,499

仕掛品 1,538 1,410

原材料及び貯蔵品 3,644 3,653

繰延税金資産 1,899 1,950

その他 1,363 1,780

貸倒引当金 △82 △158

流動資産合計 57,012 56,430

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 21,167 24,102

減価償却累計額 △8,833 △9,490

建物及び構築物（純額） ※1  12,333 ※1  14,612

機械装置及び運搬具 4,681 5,209

減価償却累計額 △2,733 △3,168

機械装置及び運搬具（純額） ※1  1,947 ※1  2,041

土地 ※1  9,698 ※1  9,699

リース資産 31 25

減価償却累計額 △9 △14

リース資産（純額） 21 11

建設仮勘定 133 150

その他 5,759 5,967

減価償却累計額 △4,715 △5,015

その他（純額） 1,043 951

有形固定資産合計 25,179 27,465

無形固定資産 556 542

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  8,799 ※2  10,072

繰延税金資産 － 6

長期預金 58 41

その他 ※2  5,229 ※2  3,995

貸倒引当金 △209 △138

投資その他の資産合計 13,878 13,977

固定資産合計 39,614 41,985

資産合計 96,627 98,416
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,924 1,935

関係会社短期借入金 － 10

リース債務 9 5

未払法人税等 2,065 1,312

前受金 4,660 5,011

繰延税金負債 － 1

製品保証引当金 427 428

賞与引当金 2,426 2,858

その他 4,725 5,320

流動負債合計 16,238 16,884

固定負債   

長期借入金 50 －

リース債務 12 5

繰延税金負債 762 358

退職給付引当金 130 115

役員退職慰労引当金 459 476

その他 17 16

固定負債合計 1,432 972

負債合計 17,670 17,856

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 65,969 67,413

自己株式 △5,297 △5,232

株主資本合計 80,304 81,812

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △341 △190

為替換算調整勘定 △1,020 △1,078

評価・換算差額等合計 △1,361 △1,269

少数株主持分 14 15

純資産合計 78,956 80,559

負債純資産合計 96,627 98,416
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 72,419 66,354

売上原価 41,124 38,454

売上総利益 31,295 27,900

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  22,451 ※1, ※2  23,104

営業利益 8,843 4,795

営業外収益   

受取利息 212 194

受取賃貸料 377 384

為替差益 － 14

その他 641 491

営業外収益合計 1,231 1,084

営業外費用   

支払利息 0 0

金銭の信託運用損 727 －

為替差損 316 －

その他 12 20

営業外費用合計 1,057 20

経常利益 9,017 5,859

特別利益   

固定資産売却益 ※3  4 ※3  7

貸倒引当金戻入額 41 18

事業譲渡益 18 －

特別利益合計 64 26

特別損失   

固定資産売却損 ※4  0 ※4  31

固定資産除却損 ※5  32 ※5  41

投資有価証券評価損 0 1

会員権評価損 － 2

特別損失合計 33 77

税金等調整前当期純利益 9,048 5,808

法人税、住民税及び事業税 4,116 3,090

法人税等調整額 △363 △556

法人税等合計 3,753 2,533

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 0

当期純利益 5,296 3,274
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,544 9,544

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,544 9,544

資本剰余金   

前期末残高 10,093 10,088

当期変動額   

自己株式の処分 △4 △3

自己株式処分差損の振替 － 3

当期変動額合計 △4 0

当期末残高 10,088 10,088

利益剰余金   

前期末残高 62,547 65,969

当期変動額   

剰余金の配当 △1,873 △1,761

当期純利益 5,296 3,274

連結範囲の変動 － △65

自己株式処分差損の振替 － △3

当期変動額合計 3,422 1,443

当期末残高 65,969 67,413

自己株式   

前期末残高 △5,387 △5,297

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 93 66

当期変動額合計 90 64

当期末残高 △5,297 △5,232

株主資本合計   

前期末残高 76,796 80,304

当期変動額   

剰余金の配当 △1,873 △1,761

当期純利益 5,296 3,274

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 88 62

連結範囲の変動 － △65

当期変動額合計 3,508 1,508

当期末残高 80,304 81,812
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 53 △341

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △394 150

当期変動額合計 △394 150

当期末残高 △341 △190

為替換算調整勘定   

前期末残高 △262 △1,020

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △757 △57

当期変動額合計 △757 △57

当期末残高 △1,020 △1,078

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △209 △1,361

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,152 92

当期変動額合計 △1,152 92

当期末残高 △1,361 △1,269

少数株主持分   

前期末残高 24 14

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 1

当期変動額合計 △10 1

当期末残高 14 15

純資産合計   

前期末残高 76,610 78,956

当期変動額   

剰余金の配当 △1,873 △1,761

当期純利益 5,296 3,274

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 88 62

連結範囲の変動 － △65

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,162 94

当期変動額合計 2,345 1,602

当期末残高 78,956 80,559
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 9,048 5,808

減価償却費 1,885 1,956

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28 3

賞与引当金の増減額（△は減少） 683 432

受取利息及び受取配当金 △430 △313

支払利息 0 0

投資有価証券評価損益（△は益） 0 1

金銭の信託の運用損益(△は運用益) 727 △4

為替差損益（△は益） 21 32

有形固定資産除売却損益（△は益） 29 64

売上債権の増減額（△は増加） 424 1,336

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,139 212

仕入債務の増減額（△は減少） 220 △278

その他 668 857

小計 12,110 10,108

利息及び配当金の受取額 412 311

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △3,612 △3,845

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,911 6,574

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 △4,272 △8,331

定期預金の払戻による収入 1,845 7,762

貸付けによる支出 △364 △841

貸付金の回収による収入 365 354

有価証券の取得による支出 △22,000 △22,000

有価証券の売却及び償還による収入 10,800 24,700

投資有価証券の取得による支出 △1,504 △1,502

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 0

金銭の信託の解約による収入 1,721 163

関係会社出資金の払込による支出 △1,975 △1

有形固定資産の取得による支出 △2,185 △3,072

有形固定資産の売却による収入 10 118

事業譲渡による収入 5 －

その他 △237 △171

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,789 △2,821

三浦工業㈱　(6005)　平成22年3月期決算短信

-14-



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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） △50 12

リース債務の返済による支出 △9 △8

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 △3 △1

自己株式の売却による収入 88 62

配当金の支払額 △1,872 △1,758

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,796 △1,743

現金及び現金同等物に係る換算差額 △72 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,747 2,012

現金及び現金同等物の期首残高 19,975 9,228

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 272

現金及び現金同等物の期末残高 9,228 11,513
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 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
 (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社は、株式会社サンケミ、三浦精

機株式会社、韓国三浦工業株式会社、三浦

工機株式会社、三浦テクノ株式会社、株式

会社三浦マニファクチャリング、三浦マシ

ン株式会社、三浦エヌピー株式会社及びミ

ウラボイラ・カンパニー・リミテッドの9

社であり、非連結子会社は、ミウラボイ

ラ・インク他6社であります。 

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(持分

に見合う額)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、連結の範囲か

ら除外しております。 

連結子会社は、株式会社サンケミ、三浦精

機株式会社、韓国三浦工業株式会社、三浦

工機株式会社、三浦テクノ株式会社、株式

会社三浦マニファクチャリング、三浦マシ

ン株式会社、三浦エヌピー株式会社、ミウ

ラボイラ・カンパニー・リミテッド及びミ

ウラノースアメリカ・インクの10社であ

り、非連結子会社は、ミウラマニファクチ

ャリング・アメリカ・カンパニー・リミテ

ッド他6社であります。 

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(持分

に見合う額)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、連結の範囲か

ら除外しております。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

非連結子会社7社及び関連会社マルセエン

ジニアリング(V)カンパニー・リミテッド

の投資については、連結純損益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないため、持分法

を適用せず、原価法によっております。 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち、韓国三浦工業株式会社

及びミウラボイラ・カンパニー・リミテッ

ドの決算日は12月31日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

連結子会社のうち、韓国三浦工業株式会

社、ミウラボイラ・カンパニー・リミテッ

ド及びミウラノースアメリカ・インクの決

算日は12月31日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 
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項目 
前連結会計年度

 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
 (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

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 

有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  子会社株式及び関連会社株式(持分法非

適用の非連結子会社及び関連会社) 

 移動平均法による原価法  

子会社株式及び関連会社株式(持分法非

適用の非連結子会社及び関連会社) 

同左  

  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末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、売却原価は移動平均

法により算定しております) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  運用目的の金銭の信託 

時価法 

運用目的の金銭の信託 

同左 

  たな卸資産 

評価基準は原価法(収益性の低下によ

る簿価切下げの方法)によっておりま

す。 

製品、半製品、仕掛品は主として個別

法 

商品のうち、薬品及び軟水器は、総平

均法、その他の商品は、個別法 

原材料は、主として総平均法 

貯蔵品は、 終仕入原価法 

たな卸資産 

同左  
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項目 
前連結会計年度

 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
 (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

(２)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産(リース資産を除く) 

主として、定率法を基準としておりま

す。  

ただし、平成10年4月1日以降に取得し

た建物(建物附属設備を除く)について

は、主として定額法を採用しておりま

す。 

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    15～65年 

機械装置        6～12年 

有形固定資産(リース資産を除く) 

同左 

  (追加情報)    

一部の国内連結子会社については、機

械装置の耐用年数を平成20年度税制改

正を機に見直しております。 

この変更の損益に与える影響は軽微で

あります。 

(追加情報)    

────── 

  

  

  無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自

社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(5年)に基づ

いております。 

無形固定資産(リース資産を除く) 

同左 

  リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しておりま

す。  

リース資産 

同左  

(３)重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

債権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

別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

  製品保証引当金 

製品等の無償アフターサービスに係る

製品保証費に備えるため、保証期間中

の製品保証費を過去の実績に基づいて

計上しております。 

製品保証引当金 

同左 

  賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、当連

結会計年度の負担すべき支給見込額を

基礎として計上しております。 

賞与引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
 (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

  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。 

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以内の一定の年数

(4年)による定額法により損益処理す

ることとしております。 

また、数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(4年)による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処理する

こととしております。 

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。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(4年)による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から損益処理することと

しております。 

  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、内規に基づき当連結会計年度末に

おける要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金 

同左 

(４)収益及び費用の計上基

準 

ファイナンス・リース取引に係る収益の計

上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価を

計上する方法によっております。 

同左 

(５)重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外

子会社の資産及び負債は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替換算調整勘

定及び少数株主持分に含めております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度

 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
 (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

(６)重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

為替予約が付されている外貨建売掛金

については、振当処理を行っておりま

す。 

① ヘッジ会計の方法 

────── 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

為替予約   外貨建売掛金  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

────── 

  ③ ヘッジ方針 

当社グループは、外貨建売掛金の為替

相場の変動によるリスクを回避する目

的で為替予約取引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約毎に行ってお

ります。 

③ ヘッジ方針 

────── 

(７)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理の方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理の方法 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

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 

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)は、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か月以内

に償還期限の到来する短期投資からなって

おります。 

同左 
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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

前連結会計年度 
 (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
 (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

(リース取引に関する会計基準) 

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。 

これにより、営業利益及び経常利益が241百万円、税金等

調整前当期純利益が273百万円増加しております。 

セグメント情報に与える影響につきましては当該箇所に

記載しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、借手側、貸

手側それぞれ次のように処理しております。 

(借手側) 

前連結会計年度末における未経過リース料期末残高相当

額(利息相当額控除後)を取得価額とし、期首に取得した

ものとしてリース資産に計上する方法によっておりま

す。 

(貸手側) 

前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額(減

価償却累計額控除後)をリース投資資産の期首の価額とし

て計上しており、当該リース投資資産に関して、会計基

準適用後の残存期間においては、利息相当額総額をリー

ス期間中の各期に利息法で配分しております。  

────── 

  

(棚卸資産の評価に関する会計基準) 

当連結会計年度から「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、棚卸資産の評価基準について、収益性が低下した場

合は正味売却価額まで簿価を切下げる方法に変更してお

ります。 

この変更に伴う影響はありません。  

  

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い) 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告

第18号 平成18年5月17日)を適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。 

これによる業績への影響は軽微であります。 

  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

────── 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
 (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
 (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

(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「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及

び貯蔵品」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「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ2,440百万円、

1,382百万円、3,016百万円であります。 

────── 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

項目 
前連結会計年度

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債

務 

前連結会計年度において、担保に供してい

た工場財団は解消し、担保に供している資

産はありません。 

担保に供している資産は次のとおりであり

ます。 

上記に対応する債務  

  該当ありません 

建物及び構築物 79百万円

機械装置及び運搬具 7百万円

土地 40百万円

計 126百万円

※２ 非連結子会社項目 非連結子会社及び関連会社に対する主な資

産は、次のとおりであります。 

非連結子会社及び関連会社に対する主な資

産は、次のとおりであります。 

  

投資有価証券(株式) 2,432百万円

投資その他の資産 

「その他」(出資金) 
926百万円

投資有価証券(株式) 1,957百万円

投資その他の資産 

「その他」(出資金) 
926百万円
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（連結損益計算書関係）

項目 
前連結会計年度

  (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費

のうち主要な費目及び

金額 

主要な費目及び金額は、次のとおりであり

ます。 

主要な費目及び金額は、次のとおりであり

ます。 

給料 6,453百万円

退職給付費用 415百万円

役員退職慰労引当金繰入額 73百万円

賞与引当金繰入額 986百万円

賃借料 1,884百万円

貸倒引当金繰入額 91百万円

給料 6,746百万円

退職給付費用 1,000百万円

役員退職慰労引当金繰入額 65百万円

賞与引当金繰入額 1,185百万円

賃借料 1,962百万円

貸倒引当金繰入額 134百万円

※２ 一般管理費及び当期製

造費用に含まれる研究

開発費 

一般管理費に含まれる研究開発費は次のと

おりであります。 

一般管理費に含まれる研究開発費は次のと

おりであります。 

  1,670百万円   1,646百万円

※３ 固定資産売却益 固定資産売却益の内訳は次のとおりであり

ます。 

固定資産売却益の内訳は次のとおりであり

ます。 

機械装置及び運搬具 4百万円 機械装置及び運搬具  2百万円

土地  5百万円

計 7百万円

※４ 固定資産売却損 固定資産売却損の内訳は次のとおりであり

ます。 

固定資産売却損の内訳は次のとおりであり

ます。 

土地 0百万円 建物及び構築物 20百万円

機械装置及び運搬具 1百万円

土地 9百万円

計 31百万円

※５ 固定資産除却損 固定資産除却損の内訳は次のとおりであり

ます。 

固定資産除却損の内訳は次のとおりであり

ます。 

建物及び構築物 17百万円

機械装置及び運搬具 5百万円

有形固定資産その他 7百万円

無形固定資産(ソフトウェア) 1百万円

計 32百万円

建物及び構築物 20百万円

機械装置及び運搬具 7百万円

有形固定資産その他 12百万円

無形固定資産(ソフトウェア) 0百万円

計 41百万円
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前連結会計年度(自 平成20年4月１日 至 平成21年3月31日) 

１  発行済株式に関する事項 

２  自己株式に関する事項 

(変動事由の概要) 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加       1,393株 

 減少数の内訳は、次のとおりであります。 

  ストックオプション行使による減少      61,600株 

３  新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

４  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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株)  41,763  －  －  41,763

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株)  3,544  1  61  3,484

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  955  25.00 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

平成20年10月29日 

取締役会 
普通株式  918  24.00 平成20年9月30日 平成20年11月25日 

決議 株式の種類 配当の原資
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21年6月26日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  995  26.00 平成21年3月31日 平成21年6月29日 
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当連結会計年度(自 平成21年4月１日 至 平成22年3月31日) 

１  発行済株式に関する事項 

２  自己株式に関する事項 

(変動事由の概要) 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加          633株 

 減少数の内訳は、次のとおりであります。 

  ストックオプション行使による減少        43,700株 

３  新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

４  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 

 平成22年6月29日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株主の配当に関する事項を上記のとおり提案する予定

であります。 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株)  41,763  －  －  41,763

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株)  3,484  0  43  3,441

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21年6月26日 

定時株主総会 
普通株式  995  26.00 平成21年3月31日 平成21年6月29日 

平成21年11月2日 

取締役会 
普通株式  766  20.00 平成21年9月30日 平成21年11月27日 

決議 株式の種類 配当の原資
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22年6月29日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  766  20.00 平成22年3月31日 平成22年6月30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20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
 (自 平成21年４月１日 

至 平成22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掲記

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掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 8,336百万円

預入期間が3か月を超える定期預金 △3,108百万円

有価証券勘定に含まれる運用期間が 

３か月以内の短期投資 

4,000百万円

現金及び現金同等物 9,228百万円

現金及び預金勘定 8,771百万円

預入期間が3か月を超える定期預金 △3,757百万円

有価証券勘定に含まれる運用期間が 

３か月以内の短期投資 

6,500百万円

現金及び現金同等物 11,513百万円
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前連結会計年度(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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は3,658百万円であり、その主なものは企

業集団の広告に要した費用及び親会社の総務部門・経理部門等に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は41,786百万円であり、その主なものは提出会社での余

資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 「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。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて、営業利益がボイラー等販売事業で139百万円、メンテナンス事業で107百

万円増加し、消去又は全社で5百万円減少しております。  

（セグメント情報）

１．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) 

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  48,252  24,167  72,419  ―  72,419

(２)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 2,666  ―  2,666 (2,666)  ―

計  50,918  24,167  75,086 (2,666)  72,419

営業費用  45,806  16,777  62,584  991  63,575

営業利益  5,112  7,390  12,502 (3,658)  8,843

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

資産  38,991  15,849  54,840  41,786  96,627

減価償却費  1,259  203  1,462  423  1,885

資本的支出  2,164  342  2,506  170  2,677

(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 
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当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は3,646百万円であり、その主なものは企

業集団の広告に要した費用及び親会社の総務部門・経理部門等に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は46,556百万円であり、その主なものは提出会社での余

資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

  

  
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) 

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  42,074  24,280  66,354  ―  66,354

(２)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 2,632  ―  2,632 (2,632)  ―

計  44,706  24,280  68,987 (2,632)  66,354

営業費用  43,819  16,725  60,545  1,013  61,559

営業利益  887  7,555  8,442 (3,646)  4,795

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

資産  36,042  15,817  51,859  46,556  98,416

減価償却費  1,382  183  1,565  390  1,956

資本的支出  3,585  199  3,784  456  4,241

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

22年3月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額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 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、シンガポール 

(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。 

 当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3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、香港、シンガポール 

(２) 北米 ・・・アメリカ、カナダ 

(３) その他・・・ロシア、オランダ、ドイツ 

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。 

２．所在地別セグメント情報

３．海外売上高

  アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円)  5,261  1,441  8  6,712

Ⅱ 連結売上高(百万円)   72,419

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合(％) 
7.3％ 2.0％ 0.0％ 9.3％ 

  アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円)  4,038  2,062  57  6,158

Ⅱ 連結売上高(百万円)   66,354

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合(％) 
6.1％ 3.1％ 0.1％ 9.3％ 
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前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 

(共通支配下の取引等) 

１ 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

(１)結合企業 

名称 三浦工業株式会社(当社) 

事業の内容 小型貫流ボイラー、水処理装置、ボイラー用薬品等の製造販売及びメンテナンス 

(２)被結合企業 

名称 株式会社三浦プロテック  

事業の内容 舶用ボイラー、廃熱ボイラー、食品機械、滅菌器、薬品等の製造販売及びメンテナンス 

名称 三浦インターナショナル株式会社 

事業の内容 各種ボイラー、食品機械、滅菌器、水処理装置、薬品等の輸出入 

２ 企業結合の法的形式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社三浦プロテック、三浦インターナショナル株式会社は解散

いたしました。 

３ 結合後企業の名称 

三浦工業株式会社  

４ 取引の目的を含む取引の概要  

世界と戦える企業グループへの成長を目指し、主力事業である小型ボイラーを中心に、水管ボイラー、食品

機械、医療用機器等のグローバルな事業展開を強力に推進するため、技術・ノウハウ・ビジネスモデルの共

有化や人的資源等の活用を促進し、効率的な経営を図ることを目的としております。 

５ 実施した会計処理の概要  

上記合併は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引としてすべて消去しております。したがって、当

該処理が連結財務諸表に与える影響はありません。 

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

（企業結合等関係）
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 (注) 算定上の基礎 

１  １株当たり純資産額 

２  １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
 (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額      2,062円26銭           2,101円72銭 

１株当たり当期純利益    138円45銭       85円48銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益    138円16銭       85円34銭 

項目 
前連結会計年度

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度

(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円)  78,956  80,559

普通株式に係る純資産額(百万円)  78,942  80,543

差額の主な内訳(百万円)     

少数株主持分  14  15

普通株式の発行済株式数(千株)  41,763  41,763

普通株式の自己株式数(千株)  3,484  3,441

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式の数(千株) 
 38,279  38,322

項目 
前連結会計年度

 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
 (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

連結損益計算書上の当期純利益(百万円)  5,296  3,274

普通株式に係る当期純利益(百万円)  5,296  3,274

普通株主に帰属しない金額(百万円)  ―  ―

普通株式の期中平均株式数(千株)  38,252  38,301

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
    

当期純利益調整額(百万円)  ―  ―

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算

定に用いられた普通株式増加数の主な内

訳(千株) 

    

自己株式取得方式によるストックオプ

ション 
 ―  ―

新株予約権によるストックオプション  80  63

普通株式増加数(千株)  80  63

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含まれな

かった潜在株式の概要 

────── ────── 
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前連結会計年度(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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 

該当事項はありません。 

  

 リース取引関係、関連当事者情報、税効果会計関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職

給付関係、ストック・オプション等関係、賃貸等不動産関係に関する注記事項については、決算短信における開示の

必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,528 6,598

受取手形 6,646 5,882

売掛金 12,697 12,084

リース投資資産 3,238 3,102

有価証券 15,200 15,000

金銭の信託 171 13

商品及び製品 2,091 2,004

仕掛品 1,148 1,051

原材料及び貯蔵品 3,001 2,970

前払費用 38 31

繰延税金資産 1,604 1,677

関係会社短期貸付金 1,395 2,304

未収入金 1,857 419

その他 138 117

貸倒引当金 △76 △128

流動資産合計 55,681 53,129

固定資産   

有形固定資産   

建物 18,238 20,968

減価償却累計額 △7,196 △7,712

建物（純額） 11,042 13,255

構築物 1,522 1,611

減価償却累計額 △828 △882

構築物（純額） 694 729

機械及び装置 1,311 1,618

減価償却累計額 △812 △913

機械及び装置（純額） 498 705

車両運搬具 72 70

減価償却累計額 △66 △66

車両運搬具（純額） 5 3

工具、器具及び備品 5,308 5,424

減価償却累計額 △4,327 △4,547

工具、器具及び備品（純額） 980 876

土地 9,442 9,429

リース資産 17 14

減価償却累計額 △5 △6

リース資産（純額） 12 7

建設仮勘定 125 140

有形固定資産合計 22,801 25,148

無形固定資産   

ソフトウエア 486 447

電話加入権 110 110

その他 3 5

無形固定資産合計 600 562
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,365 8,111

関係会社株式 4,671 4,673

関係会社出資金 926 926

破産更生債権等 202 142

長期前払費用 2,832 1,743

差入保証金 591 603

その他 277 299

貸倒引当金 △186 △125

投資その他の資産合計 15,681 16,374

固定資産合計 39,083 42,085

資産合計 94,765 95,215

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,952 1,793

1年内返済予定の関係会社長期借入金 570 297

関係会社短期借入金 － 10

リース債務 4 3

未払金 1,669 1,525

未払費用 1,480 1,450

未払法人税等 1,928 1,301

未払消費税等 203 110

前受金 4,602 4,873

預り金 250 282

製品保証引当金 396 376

賞与引当金 2,136 2,515

その他 337 1,346

流動負債合計 15,532 15,886

固定負債   

関係会社長期借入金 2,540 1,178

リース債務 7 3

繰延税金負債 622 252

役員退職慰労引当金 421 437

長期預り保証金 10 9

固定負債合計 3,601 1,882

負債合計 19,133 17,769
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,544 9,544

資本剰余金   

資本準備金 10,031 10,031

その他資本剰余金 0 －

資本剰余金合計 10,031 10,031

利益剰余金   

利益準備金 818 818

その他利益剰余金   

買換資産積立金 13 －

別途積立金 49,480 57,980

繰越利益剰余金 11,382 4,495

利益剰余金合計 61,694 63,293

自己株式 △5,297 △5,232

株主資本合計 75,972 77,637

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △341 △190

評価・換算差額等合計 △341 △190

純資産合計 75,631 77,446

負債純資産合計 94,765 95,215
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 39,250 32,475

商品売上高 6,204 6,586

メンテナンス売上高 22,918 23,205

売上高合計 68,374 62,267

売上原価   

商品及び製品売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 1,331 1,787

合併による商品受入高 478 －

当期製品製造原価 21,750 19,436

当期商品仕入高 1,098 1,103

合計 24,658 22,327

他勘定振替高 700 611

商品及び製品期末たな卸高 1,787 1,704

商品及び製品売上原価 22,170 20,011

メンテナンス原価 10,901 11,210

工事売上原価 5,292 4,372

売上原価合計 38,364 35,594

売上総利益 30,009 26,673

販売費及び一般管理費 21,963 22,144

営業利益 8,045 4,528

営業外収益   

受取利息 35 31

有価証券利息 104 118

受取配当金 1,968 119

受取賃貸料 701 711

金銭の信託運用益 － 4

その他 472 456

営業外収益合計 3,282 1,443

営業外費用   

支払利息 13 7

金銭の信託運用損 727 －

為替差損 125 74

その他 9 10

営業外費用合計 876 92

経常利益 10,451 5,879
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 4,368 －

貸倒引当金戻入額 41 18

特別利益合計 4,409 18

特別損失   

固定資産売却損 0 30

固定資産除却損 24 36

投資有価証券評価損 0 1

会員権評価損 － 2

その他 1 0

特別損失合計 27 72

税引前当期純利益 14,834 5,825

法人税、住民税及び事業税 3,868 3,004

法人税等調整額 △271 △543

法人税等合計 3,597 2,461

当期純利益 11,236 3,364
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,544 9,544

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,544 9,544

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 10,031 10,031

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,031 10,031

その他資本剰余金   

前期末残高 4 0

当期変動額   

自己株式の処分 △4 △3

自己株式処分差損の振替 － 3

当期変動額合計 △4 0

当期末残高 0 －

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 818 818

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 818 818

その他利益剰余金   

買換資産積立金   

前期末残高 13 13

当期変動額   

買換資産積立金の取崩 △0 △13

当期変動額合計 △0 △13

当期末残高 13 －

別途積立金   

前期末残高 46,080 49,480

当期変動額   

別途積立金の積立 3,400 8,500

当期変動額合計 3,400 8,500

当期末残高 49,480 57,980

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,418 11,382

当期変動額   

自己株式処分差損の振替 － △3

買換資産積立金の取崩 0 13

別途積立金の積立 △3,400 △8,500

剰余金の配当 △1,873 △1,761
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益 11,236 3,364

当期変動額合計 5,963 △6,887

当期末残高 11,382 4,495

自己株式   

前期末残高 △5,387 △5,297

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 93 66

当期変動額合計 90 64

当期末残高 △5,297 △5,232

株主資本合計   

前期末残高 66,523 75,972

当期変動額   

剰余金の配当 △1,873 △1,761

当期純利益 11,236 3,364

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 88 62

当期変動額合計 9,448 1,664

当期末残高 75,972 77,637

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 53 △341

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △394 150

当期変動額合計 △394 150

当期末残高 △341 △190

純資産合計   

前期末残高 66,577 75,631

当期変動額   

剰余金の配当 △1,873 △1,761

当期純利益 11,236 3,364

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 88 62

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △394 150

当期変動額合計 9,054 1,814

当期末残高 75,631 77,446
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 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記

表示方法の変更

前事業年度 
 (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
 (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

(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、前事業年度において、

「商品」「製品」「半製品」、「原材料」「貯蔵品」とし

て掲記されていたものは、当事業年度から「商品及び製

品」「原材料及び貯蔵品」と一括して掲記しております。

なお、当事業年度に含まれる「商品」「製品」「半製品」

「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ63百万円、1,723百万

円、304百万円、2,637百万円、364百万円であります。 

               

(損益計算書) 

前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めておりまし

た「受取配当金」は、営業外収益の総額の100分の10を超

えたため区分掲記しました。 

なお、前事業年度における「受取配当金」の金額は89百万

円であります。 
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前事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 

（共通支配下の取引等） 

１ 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

(１) 結合企業 

名称 三浦工業株式会社（当社） 

事業の内容 小型貫流ボイラー、水処理装置、ボイラー用薬品等の製造販売及びメンテナンス 

(２) 被結合企業 

名称 株式会社三浦プロテック 

事業の内容 舶用ボイラー、廃熱ボイラー、食品機械、滅菌器、薬品等の製造販売及びメンテナンス 

名称 三浦インターナショナル株式会社 

事業の内容 各種ボイラー、食品機械、滅菌器、水処理装置、薬品等の輸出入 

２ 企業結合の法的形式 

  当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社三浦プロテック、三浦インターナショナル株式会社は解

散いたしました。 

３ 結合後企業の名称 

三浦工業株式会社 

４ 取引の目的を含む取引の概要 

  世界と戦える企業グループへの成長を目指し、主力事業である小型ボイラーを中心に、水管ボイラー、食

品機械、医療用機器等のグローバルな事業展開を強力に推進するため、技術・ノウハウ・ビジネスモデルの

共有化や人的資源等の活用を促進し、効率的な経営を図ることを目的としております。 

５ 実施した会計処理の概要 

  当社が株式会社三浦プロテック、三浦インターナショナル株式会社より受け入れた資産及び負債は、合併

効力発生日の前日に付された適正な帳簿価額により計上いたしました。また、当該子会社株式の帳簿価額と

増加株主資本との差額（4,368百万円）は、平成21年3月期の損益計算書におきまして抱合せ株式消滅差益と

して計上いたしました。 

当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 

該当事項はありません。 

注記事項

（企業結合等関係）
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６．その他 

 （１）役員の異動(平成22年6月29日異動予定）  

① 新任取締役候補 

（注）平成22年6月1日付で、西原正勝、宮内大介、森松隆史は、次のとおり異動予定です。 

西原正勝 執行役員 国際事業推進本部長兼アジア事業本部長 

宮内大介 執行役員 首都圏事業本部長兼アクア事業本部長 

森松隆史 執行役員 技術本部副本部長兼ボイラ技術統括部長 

  

② 昇任取締役候補 

（注）細川公明は、平成22年6月1日付で、取締役兼執行役員 特機事業本部長兼舶用 

事業本部長に就任予定です。 

  

③ 退任予定取締役 

  

新 役 職 名    氏    名 現 役 職 名 

取締役兼執行役員 

国際事業推進本部長 

兼アジア事業本部長 

西 原 正 勝 
執行役員 

アジア事業統括部長 

取締役兼執行役員 

首都圏事業本部長 

兼アクア事業本部長 

宮 内 大 介 
執行役員 

新事業開発本部副本部長 

取締役兼執行役員 

技術本部副本部長 

兼ボイラ技術統括部長 

森 松 隆 史 
執行役員 

ボイラ技術統括部長 

継 続 職 名    氏    名 現 役 職 名 

常務取締役兼常務執行役員 

特機事業本部長 

兼舶用事業本部長 

細 川 公 明 
取締役兼執行役員 

東日本事業本部長 

常務取締役兼常務執行役員 

技術本部長 
越 智 康 夫 

取締役兼執行役員 

技術本部長 

継 続 職 名    氏    名 現 役 職 名 

技術本部付顧問に就任予定 露 口 省 二 
常務取締役兼常務執行役員 

特機事業本部長 

生産本部付顧問に就任予定 渡 部 康 男 
常務取締役兼常務執行役員 

生産事業本部長 

執行役員 

食機・メディカル事業本部長 
松 浦 道 人 

取締役兼執行役員 

食機・メディカル事業本部長 
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