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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３月期第３四半期  21,795  △27.3  216  △87.7  226  △83.7  77  △91.4

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

  
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３月期第３四半期  0.98  －   

22年３月期第３四半期  11.29  －   

  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３月期第３四半期  41,563  20,285  48.8 256.54

22年３月期  47,400  21,053  44.4 266.24

（参考）自己資本 23年３月期第３四半期 20,285百万円 22年３月期 21,053百万円

  
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３月期  －        0 00 －      5 00  5  00

23年３月期  －        0 00 －          

23年３月期（予想）       5 00  5  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％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  35,000  △20.2  650  △74.3  600  △69.3  350  △62.4  4  43

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（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。 

  

（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 

  

（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あり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中であります。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 

 なお、上記の予想に関する事項につきましては四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性

的情報」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

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無

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） 23年３月期３Ｑ 79,139,500株 22年３月期 79,139,500株

②  期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 69,088株 22年３月期 59,354株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 79,075,400株 22年３月期３Ｑ 79,083,970株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前半は輸出や生産の一部に持ち直しの動きが見られました

が、欧米を中心とする海外経済の減速懸念及び急激な円高等を背景に、民間設備投資は慎重姿勢が広がりました。

また、厳しい雇用情勢に加え、エコカー補助金やエコポイント等の景気刺激策による成長押し上げ効果の一巡に伴

い、個人消費も冷え込み、景気は先行きの不確実性が一層高まる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、前連結会計年度の受注

高減少を反映し、 百万円と前年同四半期に比べ ％の減少となりました。損益面におきましては、各種コ

スト低減に努めましたが、売上高の減少の影響が大きく、当第３四半期連結累計期間における連結営業利益 百

万円（前年同四半期比 ％減少）、連結経常利益 百万円（前年同四半期比 ％減少）となり、投資有価証

券売却益 百万円、投資有価証券評価損 百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 百万円の計上に

より税金等を加減後の四半期純利益は 百万円（前年同四半期比 ％減少）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２四半期連結会計期間末及び連結会計年度

末に偏る傾向があります。 

 セグメントの業績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11,716百万円、経常損失640百万円となりました。 

単体機械事業については、売上高10,078百万円、経常利益866百万円となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円とな

りました。これは、仕掛品の増加 百万円等がありましたが、受取手形及び売掛金の減少 百万円、現金及び

預金の減少 百万円、株価下落により時価のある有価証券の評価差額が減少したこと等による投資有価証券の

減少 百万円等の影響によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。これは主に、支払手形及び買

掛金の減少 百万円、未払法人税等の減少 百万円、その他流動負債の減少533百万円等の影響によるもので

あります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少

百万円、その他有価証券評価差額金の減少 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３四半期連結累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、投資有価証券

の売却による資金の増加がありましたが、営業活動及び固定資産の取得、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、 百万円減少の 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動に使用した資金は、 百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益の計上（ 百万

円）、売上債権の減少（ 百万円）、減価償却費の計上（ 百万円）等により資金が増加いたしましたが、仕

入債務の減少（ 百万円）、法人税等の支払い（ 百万円）、各種引当金の減少等により資金が減少したこと

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） 

 投資活動により獲得した資金は 百万円となりました。これは、固定資産の取得による支出（ 百万円）等に資

金を使用いたしましたが、投資有価証券の売却による収入（ 百万円）等により資金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） 

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

ことによるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

21,795 27.3

216

87.7 226 83.7

222 102 92

77 91.4

5,836 41,563

623 4,022

1,438

1,110

5,067 21,278

3,430 553

768 20,285

318 448

1,438 7,501

1,024 253

4,022 713

3,430 582

3 491

498

408 395
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績見込みは、 近の業績の動向を踏まえ、平成22年10月29日公表の数値を売上高35,000百万円、営業利

益650百万円、経常利益600百万円、当期純利益350百万円に修正いたします。  

（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 

 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 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31 

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を 

適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ７百万円、税金等調整前四半期純利益が99百万円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は115百万円であります。  

  

      単位：（百万円）

  10月29日公表 今回公表 差異 

売 上 高  36,000 35,000 △1,000 

営 業 利 益  750 650 △100 

経 常 利 益 700 600 △100 

当 期 純 利 益 400 350 △50 

２．その他の情報

三菱化工機㈱ （6331） 平成23年3月期 第３四半期決算短信

-3-



３．四半期連結財務諸表 
（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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,502 8,940

受取手形及び売掛金 14,285 18,307

製品 809 760

仕掛品 2,457 1,834

材料貯蔵品 1,065 1,073

その他 1,218 965

貸倒引当金 △21 △29

流動資産合計 27,317 31,852

固定資産   

有形固定資産 4,662 5,024

無形固定資産 605 668

投資その他の資産   

投資有価証券 7,531 8,641

その他 1,537 1,267

貸倒引当金 △90 △54

投資その他の資産合計 8,977 9,854

固定資産合計 14,246 15,547

資産合計 41,563 47,400

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,639 10,069

短期借入金 3,000 3,000

1年内返済予定の長期借入金 747 747

未払法人税等 1 554

前受金 1,026 759

賞与引当金 282 701

完成工事補償引当金 71 65

受注工事損失引当金 12 －

工場建替費用引当金 224 467

その他 995 1,529

流動負債合計 13,001 17,893

固定負債   

長期借入金 2,200 2,200

退職給付引当金 5,602 5,838

役員退職慰労引当金 294 341

ＰＣＢ処理引当金 30 30

その他 149 42

固定負債合計 8,277 8,452

負債合計 21,278 26,346
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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22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 10,382 10,700

自己株式 △16 △14

株主資本合計 18,526 18,846

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,759 2,207

評価・換算差額等合計 1,759 2,207

純資産合計 20,285 21,053

負債純資産合計 41,563 47,400
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 29,973 21,795

売上原価 23,827 16,987

売上総利益 6,145 4,807

販売費及び一般管理費 4,392 4,591

営業利益 1,753 216

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 149 163

貸倒引当金戻入額 46 －

その他 7 15

営業外収益合計 204 180

営業外費用   

支払利息 81 60

退職給付会計基準変更時差異の処理額 377 －

支払手数料 － 36

その他 105 72

営業外費用合計 564 169

経常利益 1,392 226

特別利益   

投資有価証券売却益 51 222

特別利益合計 51 222

特別損失   

投資有価証券評価損 － 102

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 92

特別損失合計 － 195

税金等調整前四半期純利益 1,443 253

法人税、住民税及び事業税 387 29

法人税等調整額 164 147

法人税等合計 551 176

少数株主損益調整前四半期純利益 － 77

少数株主利益 － －

四半期純利益 892 77
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,443 253

減価償却費 699 713

貸倒引当金の増減額（△は減少） △46 28

賞与引当金の増減額（△は減少） △456 △418

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △75 △57

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1 6

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △44 12

工場建替費用引当金の増減額（△は減少） － △115

退職給付引当金の増減額（△は減少） 286 △235

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 53 △47

受取利息及び受取配当金 △149 △164

支払利息 81 60

投資有価証券売却損益（△は益） △51 △222

投資有価証券評価損益（△は益） － 102

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 92

売上債権の増減額（△は増加） 9,439 4,022

たな卸資産の増減額（△は増加） 227 △663

前渡金の増減額（△は増加） △250 △294

仕入債務の増減額（△は減少） △8,281 △3,430

前受金の増減額（△は減少） △626 266

その他 142 △465

小計 2,393 △554

利息及び配当金の受取額 149 164

利息の支払額 △80 △51

法人税等の支払額 △1,461 △582

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,001 △1,024

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 △723 △491

固定資産の売却による収入 0 1

投資有価証券の取得による支出 △4 △24

投資有価証券の売却による収入 66 498

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 △1 △31

長期貸付金の回収による収入 4 3

その他 △1 48

投資活動によるキャッシュ・フロー △579 3

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 △11

配当金の支払額 △553 △395

自己株式の取得による支出 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △563 △408

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145 △1,438

現金及び現金同等物の期首残高 8,157 8,939

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,012 7,501
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 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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） 

 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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第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） 

 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。 

〔海外売上高〕 

 前第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、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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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[セグメント情報] 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている「エンジニア

リング事業」と「単体機械事業」を報告セグメントとしております。 

 報告セグメントは、製品別の事業セグメントからなり、同種の製品を扱う事業セグメントを集約しておりま

す。  

 「エンジニアリング事業」は、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、各種水処理装置等の製品を取扱っております。 

 「単体機械事業」は、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

等の製品を取扱っております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

  

（追加情報）  

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。  

 該当事項はありません。  

  

  

    （単位：百万円）

  
報告セグメント

合計 
エンジニアリング事業 単体機械事業

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高  11,716  10,078  21,795

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －

計  11,716  10,078  21,795

セグメント利益（△は損失） 

（経常利益（△は損失））  
 △640  866  226

（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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