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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 14,647 3.8 △357 ― △401 ― △266 ―
23年3月期第2四半期 14,111 △33.1 69 △94.4 67 △93.3 △89 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △788百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △672百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △3.37 ―
23年3月期第2四半期 △1.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 41,093 19,502 47.5
23年3月期 43,035 20,686 48.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  19,502百万円 23年3月期  20,686百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 35,500 2.2 400 △58.3 350 △63.7 120 △75.7 1.52



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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）２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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 79,139,500 株 23年3月期 79,139,500 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 72,113 株 23年3月期 70,983 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 79,067,967 株 23年3月期2Q 79,076,806 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による企業の生産活動の減退と設備投資

の先送り、原子力発電所事故に伴う電力供給制約による節電や自粛ムードの広がりによる個人消費の低迷に加え、

デフレの影響、雇用情勢の悪化懸念、さらには欧州債務問題や米国の景気減速等を背景とした急激な円高の進行も

あり、景気は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２四半期連結累計期間における売上高は、前年同四半期に比べ

％増加の 百万円となりましたが、損益面では、売上原価率上昇の影響により営業損失は 百万円（前年

同四半期は 百万円の利益）、経常損失は 百万円（前年同四半期は 百万円の利益）、四半期純損失は 百万

円（前年同四半期は 百万円の損失）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 百万円（前年同四半期比 ％増加）、経常損失 百万円

（前年同四半期は 百万円の損失）となりました。 

 単体機械事業については、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増加）、経常利益 百万円（前年同四半

期比 ％増加）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四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、現金及び預金の増加 百万円、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、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、前受金の増加 百万

円がありましたが、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、退職給付引当金の減

少 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、四半期純損失の計

上及び配当金の支払いによる利益剰余金の減少 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２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）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いたしましたが、 百万円の増加となりました。 

（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、 百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失の計上（ 百

万円）、仕入債務の減少（ 百万円）等により資金が減少いたしましたが、売上債権の減少（ 百万円）、

前受金の増加（ 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。 

（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、 百万円となりました。これは、主に固定資産の取得（ 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、 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。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経済動向につきましては、過去 高水準の円高の継続する中での内需の低迷、欧米各国の債務問題や金融

市場の動揺を背景とする海外経済の減速と、これに伴う輸出環境の急速な悪化により、厳しい状況が続くものと見

込まれます。 

 通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績及び上記の経済動向を鑑み、平成23年５

月13日に公表した平成24年３月期の連結業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日（平成23年10月

31日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,007 8,580

受取手形及び売掛金 16,647 14,038

製品 769 753

仕掛品 1,849 2,221

材料貯蔵品 927 929

その他 776 1,287

貸倒引当金 △20 △21

流動資産合計 28,958 27,790

固定資産   

有形固定資産 4,563 4,442

無形固定資産 555 529

投資その他の資産   

投資有価証券 7,510 6,638

その他 1,531 1,777

貸倒引当金 △84 △84

投資その他の資産合計 8,958 8,331

固定資産合計 14,076 13,303

資産合計 43,035 41,093

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,375 6,997

短期借入金 3,000 3,000

1年内返済予定の長期借入金 200 2,200

未払法人税等 265 23

前受金 242 1,608

賞与引当金 663 658

完成工事補償引当金 60 34

受注工事損失引当金 36 27

工場建替費用引当金 206 100

その他 771 684

流動負債合計 13,821 15,334

固定負債   

長期借入金 2,527 527

退職給付引当金 5,508 5,360

役員退職慰労引当金 312 195

ＰＣＢ処理引当金 33 34

その他 146 138

固定負債合計 8,527 6,256

負債合計 22,348 21,591
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30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 10,799 10,137

自己株式 △16 △16

株主資本合計 18,942 18,280

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,743 1,221

その他の包括利益累計額合計 1,743 1,221

純資産合計 20,686 19,502

負債純資産合計 43,035 41,093
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 14,111 14,647

売上原価 11,029 12,054

売上総利益 3,082 2,592

販売費及び一般管理費 3,012 2,950

営業利益又は営業損失（△） 69 △357

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 103 98

その他 15 11

営業外収益合計 118 111

営業外費用   

支払利息 39 37

支払手数料 32 32

為替差損 5 38

その他 43 47

営業外費用合計 120 155

経常利益又は経常損失（△） 67 △401

特別利益   

投資有価証券売却益 95 －

特別利益合計 95 －

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又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△31 △401

法人税、住民税及び事業税 26 34

法人税等調整額 31 △170

法人税等合計 57 △135

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△89 △266

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △89 △266
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△89 △266

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △582 △521

その他の包括利益合計 △582 △521

四半期包括利益 △672 △788

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △672 △788

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△31 △401

減価償却費 474 419

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △9 △5

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △57 △37

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 17 △26

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 8 △8

工場建替費用引当金の増減額（△は減少） △10 △105

退職給付引当金の増減額（△は減少） △184 △147

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △65 △117

受取利息及び受取配当金 △103 △100

支払利息 39 37

投資有価証券売却損益（△は益） △95 －

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） 4,637 2,609

たな卸資産の増減額（△は増加） △82 △358

前渡金の増減額（△は増加） △64 △260

仕入債務の増減額（△は減少） △3,382 △1,377

前受金の増減額（△は減少） 87 1,366

その他 △596 26

小計 801 1,514

利息及び配当金の受取額 103 100

利息の支払額 △38 △37

法人税等の支払額 △568 △274

営業活動によるキャッシュ・フロー 297 1,301

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 △347 △281

投資有価証券の取得による支出 △22 △2

投資有価証券の売却による収入 202 －

長期貸付けによる支出 △30 △3

長期貸付金の回収による収入 2 1

その他 47 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △148 △287

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 △7 △7

配当金の支払額 △395 △395

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 △404 △403

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △260 572

現金及び現金同等物の期首残高 8,939 8,006

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,678 8,579
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 該当事項はありません。 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 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  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 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  

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

      （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  7,257  6,853  14,111

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  7,257  6,853  14,111

セグメント利益（△は損失） 

（経常利益（△は損失））  
 △574  642  67

      （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  7,450  7,197  14,647

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  7,450  7,197  14,647

セグメント利益（△は損失） 

（経常利益（△は損失））  
 △1,114  712  △401

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

三菱化工機㈱ （6331） 平成24年3月期 第２四半期決算短信

-8-


