
  

  

１．平成23年1月期第3四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年10月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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（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 ％ 

23年1月期第3四半期    37,807  42.9  △457  －  △687  －  △1,558  －

22年1月期第3四半期  26,454  －  △3,341  －  △2,987  －  △3,107  －

  
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 

23年1月期第3四半期  △36.71  －

22年1月期第3四半期  △73.18  －

  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 

23年1月期第3四半期  52,082  41,085  78.8 966.26

22年1月期  53,325  43,688  81.8  1,027.68

（参考）自己資本 23年1月期第3四半期 41,030百万円 22年1月期 43,638百万円

  
年間配当金

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 

22年1月期 －  0.00 － 0.00  0.00

23年1月期 －  0.00 －

23年1月期 

（予想） 
2.50  2.50

  （％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 
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  49,500  30.5  △650  －  △900  －  △1,800  －  △42.39



４．その他（詳細は、［添付資料］２ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外ではありますが、この四半期決算短

信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．連結業績予想の修正については、本日（平成22年12月15日）公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」を

参照してください。 

２．上記の業績予想は当社が現時点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、さまざま

な要素により異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年1月期3Ｑ 42,466,865株 22年1月期 42,466,865株

②  期末自己株式数 23年1月期3Ｑ 4,197株 22年1月期 3,833株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期3Ｑ 42,462,748株 22年1月期3Ｑ 42,463,775株



  

○添付資料の目次

１．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  2

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  2

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  2

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  2

２．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  5

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  6

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  6

㈱三井ハイテック（6966）平成23年１月期　第３四半期決算短信

－1－



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

        ・たな卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

          ・固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

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 

    該当事項はありません。  

   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ①表示方法の変更 

  （四半期連結損益計算書）  

 前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました助成金収入（当第３四半期連結累計期間19百

万円）は、営業外収益の100分の20以下となったため、当第３四半期連結累計期間から営業外収益の「その

他」に含めて表示することに変更いたしました。 

  

  

１．その他の情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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22年10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22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,390 9,445

受取手形及び売掛金 8,824 7,597

有価証券 1,400 1,500

商品及び製品 1,462 1,490

仕掛品 1,337 934

原材料及び貯蔵品 1,297 1,379

その他 715 1,150

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 25,420 23,488

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 27,555 29,893

減価償却累計額 △18,990 △19,884

建物及び構築物（純額） 8,565 10,008

機械装置及び運搬具 41,922 42,572

減価償却累計額 △35,646 △35,368

機械装置及び運搬具（純額） 6,276 7,204

工具、器具及び備品 19,344 18,789

減価償却累計額 △17,173 △16,615

工具、器具及び備品（純額） 2,170 2,174

土地 6,751 7,262

建設仮勘定 711 512

有形固定資産合計 24,475 27,162

無形固定資産 866 1,000

投資その他の資産   

投資有価証券 550 629

繰延税金資産 112 117

その他 656 927

投資その他の資産合計 1,320 1,674

固定資産合計 26,662 29,837

資産合計 52,082 53,325
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年10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22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,860 2,757

1年内返済予定の長期借入金 1,250 437

未払法人税等 92 57

その他 2,236 2,178

流動負債合計 6,439 5,431

固定負債   

長期借入金 3,437 3,062

退職給付引当金 995 1,016

役員退職慰労引当金 66 54

その他 57 71

固定負債合計 4,556 4,205

負債合計 10,996 9,637

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,403 16,403

資本剰余金 17,366 17,366

利益剰余金 11,632 13,191

自己株式 △2 △2

株主資本合計 45,399 46,958

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42 95

為替換算調整勘定 △4,412 △3,415

評価・換算差額等合計 △4,369 △3,320

少数株主持分 55 49

純資産合計 41,085 43,688

負債純資産合計 52,082 53,325
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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21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 26,454 37,807

売上原価 25,436 33,577

売上総利益 1,017 4,229

販売費及び一般管理費 4,359 4,687

営業損失（△） △3,341 △457

営業外収益   

受取利息 48 41

為替差益 62 －

助成金収入 186 －

その他 117 251

営業外収益合計 414 293

営業外費用   

支払利息 2 29

為替差損 － 305

固定資産除売却損 29 116

その他 27 73

営業外費用合計 59 524

経常損失（△） △2,987 △687

特別利益   

固定資産売却益 － 1,552

特別利益合計 － 1,552

特別損失   

減損損失 － 2,235

特別損失合計 － 2,235

税金等調整前四半期純損失（△） △2,987 △1,371

法人税等 123 181

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 5

四半期純損失（△） △3,107 △1,558
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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