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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第２四半期  21,037  43.6  △845  －  △866  －  △769  －

24年３月期第２四半期  14,647  3.8  △357  －  △401  －  △266  －

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △1,504百万円（ ％） －   24年３月期第２四半期 △788百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第２四半期  △9.73  －

24年３月期第２四半期  △3.37  －

  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 

25年３月期第２四半期  43,616  18,393  42.2  232.59

24年３月期  44,601  20,140  45.2  254.73

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 18,389百万円   24年３月期 20,140百万円 

  
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 

24年３月期  － 0.00 － 5.00  5.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）     － 5.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

  （％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  48,500  36.6  150  △16.4  190  △26.7  △100  －  △1.26

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）詳細は、添付資料3ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 79,139,500株 24年３月期 79,139,500株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 73,848株 24年３月期 72,780株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 79,066,184株 24年３月期２Ｑ 79,067,967株

 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きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、四半期連結財務諸表に対するレビュー手続きが実施中です。

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての

注意事項等については、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。
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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、東日本大震災からの復興需要等を背景として国内需要に持ち

直しの動きもみられましたが、円高が依然として継続し、また、欧州債務危機の再燃による金融不安、中国をはじ

めとする海外経済の減速に伴い、企業の生産活動や輸出が伸び悩む等、景気は停滞感を強めて推移しました。 

 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、前連結会計年度の受注

高の増加を反映し、 百万円と前年同四半期に比べ ％の増加となりました。損益面におきましては、売上

高が増加し、見積設計費を始めとする販売費及び一般管理費も減少いたしましたが、売上原価率が上昇したため、

当第２四半期連結累計期間における営業損失は 百万円（前年同四半期は 百万円の損失）、経常損失は 百

万円（前年同四半期は 百万円の損失）、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 ％減少）、経常利益 百万円（前年同四半期

比 ％減少）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、当社、川崎製作所において新工場が完成したことによる有形固定資産の増加 百万円、仕掛品

の増加 百万円等がありましたが、現金及び預金の減少 百万円、受取手形及び売掛金の減少 百万円、株価

下落に伴う時価のある有価証券の評価差額の減少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 百万円増加の 百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の

減少 百万円等がありましたが、前受金の増加 百万円、長期借入金の増加 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、配当金の支払い 

及び四半期純損失の計上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、借入により調達した資

金を、営業活動、固定資産の取得及び配当金の支払に使用した結果、 百万円の減少となりました。 

（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、売上債権の減少（ 百万円）、前受金の増加（

百万円）、前渡金の減少（ 百万円）等により資金が増加いたしましたが、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）、たな卸資産の増加（ 百万円）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）に資

金を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） 

 財務活動により獲得した資金は、 百万円となりました。これは長期借入金の返済（ 百万円）、配当金の

支払い（ 百万円）等に資金を使用いたしましたが、短期借入金の純増加額（ 百万円）、長期借入金の借入

（ 百万円）により資金が増加したことによるものであります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

21,037 43.6

845 357 866

401 769 266

14,267 91.5 1,491

1,114

6,770 5.9 625

12.2

985 43,616

687

386 683 707

1,006

761 25,222

636 641 1,000

1,747 18,393

1,102 646

1,164

463 792

425 347

866 871 539

1,197 1,213

596 2,000

395 2,000

1,000
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（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、復興需要による国内需要の下支えはあるものの、個人消費の伸びは鈍化してお

り、また、欧州、中国等をはじめとして世界景気の先行き不透明感は依然として高く、さらには日中関係の悪化に

よる景気の下押し懸念も強まっており、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24年５

月15日に公表した平成25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24年10月

31日）公表いたしました「第２四半期連結累計期間業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。   

   

 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,459 7,776

受取手形及び売掛金 17,510 16,802

製品 710 718

仕掛品 1,716 2,103

材料貯蔵品 950 1,094

その他 1,094 1,074

貸倒引当金 △13 △10

流動資産合計 30,428 29,559

固定資産   

有形固定資産 5,027 5,714

無形固定資産 478 523

投資その他の資産   

投資有価証券 7,438 6,431

その他 1,290 1,451

貸倒引当金 △61 △64

投資その他の資産合計 8,667 7,818

固定資産合計 14,172 14,056

資産合計 44,601 43,616

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,792 8,156

短期借入金 3,000 5,000

1年内返済予定の長期借入金 2,000 －

未払法人税等 18 34

前受金 2,082 2,723

賞与引当金 593 601

完成工事補償引当金 65 78

受注工事損失引当金 114 213

工場建替費用引当金 92 6

その他 1,318 1,126

流動負債合計 18,077 17,940

固定負債   

長期借入金 727 1,727

退職給付引当金 5,253 5,162

役員退職慰労引当金 230 235

ＰＣＢ処理引当金 34 28

その他 136 129

固定負債合計 6,382 7,282

負債合計 24,460 25,222
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24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 10,136 9,033

自己株式 △16 △17

株主資本合計 18,279 17,176

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,861 1,215

為替換算調整勘定 － △2

その他の包括利益累計額合計 1,861 1,212

少数株主持分 － 4

純資産合計 20,140 18,393

負債純資産合計 44,601 43,616
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 14,647 21,037

売上原価 12,054 19,206

売上総利益 2,592 1,831

販売費及び一般管理費 2,950 2,677

営業損失（△） △357 △845

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 98 109

その他 11 32

営業外収益合計 111 144

営業外費用   

支払利息 37 35

支払手数料 32 30

為替差損 38 61

その他 47 37

営業外費用合計 155 164

経常損失（△） △401 △866

税金等調整前四半期純損失（△） △401 △866

法人税、住民税及び事業税 34 12

法人税等調整額 △170 △29

法人税等合計 △135 △17

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △266 △849

少数株主利益 － △79

四半期純損失（△） △266 △769

三菱化工機㈱ （6331） 平成24年3月期 第２四半期決算短信

-6-



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △266 △849

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △521 △646

為替換算調整勘定 － △8

その他の包括利益合計 △521 △655

四半期包括利益 △788 △1,504

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △788 △1,420

少数株主に係る四半期包括利益 － △83
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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損失（△） △401 △866

減価償却費 419 351

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △5 7

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △37 △15

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △26 13

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △8 101

工場建替費用引当金の増減額（△は減少） △105 △86

退職給付引当金の増減額（△は減少） △147 △91

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △117 4

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） 1 △6

受取利息及び受取配当金 △100 △111

支払利息 37 35

投資有価証券評価損益（△は益） － 7

為替差損益（△は益） 38 61

売上債権の増減額（△は増加） 2,609 792

たな卸資産の増減額（△は増加） △358 △539

前渡金の増減額（△は増加） △260 347

仕入債務の増減額（△は減少） △1,377 △871

前受金の増減額（△は減少） 1,366 425

その他 △13 △93

小計 1,514 △532

利息及び配当金の受取額 100 111

利息の支払額 △37 △35

法人税等の支払額 △274 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,301 △463

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 △281 △1,213

投資有価証券の取得による支出 △2 △3

長期貸付けによる支出 △3 －

長期貸付金の回収による収入 1 1

その他 △1 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △287 △1,197

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） － 2,000

リース債務の返済による支出 △7 △8

長期借入れによる収入 － 1,000

長期借入金の返済による支出 － △2,000

配当金の支払額 △395 △395

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △403 596

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38 △99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 572 △1,164

現金及び現金同等物の期首残高 8,006 8,458

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 481

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,579 7,775
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 該当事項はありません。 

 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  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  7,450  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

      （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  14,267  6,770  21,037

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  14,267  6,770  21,037

セグメント利益（△は損失） 

（経常利益（△は損失））  
 △1,491  625  △866

（７）重要な後発事象
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