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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年６月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第１四半期 78,814 △2.8 5,329 16.1 2,896 △44.2 147 △94.7

28年３月期第１四半期 81,107 9.7 4,589 0.9 5,189 22.5 2,753 29.6
(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 △4,791百万円( －％) 28年３月期第１四半期 2,342百万円( 22.6％)
　

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

29年３月期第１四半期 3.29 －

28年３月期第１四半期 61.53 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第１四半期 310,409 84,335 22.6

28年３月期 314,859 90,307 24.1
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 70,284百万円 28年３月期 76,014百万円
　

　　

２．配当の状況

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

28年３月期 － － － 18.00 18.00

29年３月期 －

29年３月期(予想) － － 15.00 15.00
(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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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(累計) 155,000 △3.9 10,000 1.2 10,000 1.8 4,000 △27.2 89.37

通期 320,000 △4.0 21,000 △8.3 21,000 7.0 8,000 △6.1 178.74
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 ： 有
　

（注）詳細は、添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特
有の会計処理の適用」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

（注）詳細は、添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積
りの変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期１Ｑ 45,581,809株 28年３月期 45,581,809株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 823,126株 28年３月期 823,068株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 44,758,698株 28年３月期１Ｑ 44,759,023株
　

　

※ 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ます。なお、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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了していま
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。
　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Ｐ．３「１．当
四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による経済・金融政策を背景として企業収益や

雇用情勢が改善するなど、緩やかな景気の回復傾向が続きました。しかし、急激な円高や株安の進行など、世界

経済の影響による景気の下振れリスクが懸念されます。一方、世界経済は、米国では個人消費や雇用者数の増加

と景気回復が続いているものの、中国をはじめとする新興国の景気減速や、英国のEU離脱決定による欧州経済の

不安定感など、先行きは不透明な状況が続いております。

このような環境のなか、当社グループの連結売上高は788億14百万円（前年同期比2.8％減）、連結営業利益は

53億29百万円（前年同期比16.1％増）、連結経常利益は為替差損の発生により28億96百万円（前年同期比44.2％

減）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、為替差損に加え、法人税等の負担が重く１億47百万

円（前年同期比94.7％減）となりました。

セグメント情報は次のとおりです。

輸送用機器関連事業の売上高は764億25百万円（前年同期比2.8％減）となり、セグメント利益は54億10百万円

（前年同期比16.5％増）となりました。

情報サービス事業の売上高は21億56百万円（前年同期比14.4％減）となり、セグメント損失は１億73百万円

（前年同期は76百万円のセグメント損失）となりました。

その他事業は、売上高は７億84百万円（前年同期比57.1％増）、セグメント利益は87百万円（前年同期比325.9

％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①財政状態に関する分析

（資産・負債・純資産）

当第１四半期連結会計期間末における資産の合計は、3,104億９百万円（前連結会計年度末3,148億59百万円）

となり、44億49百万円減少しました。流動資産は1,914億46百万円となり11億４百万円減少し、固定資産は、

1,189億63百万円となり33億45百万円減少しました。

流動資産は、受取手形及び売掛金が35億85百万円減少したことが主な要因です。固定資産は、有形固定資産が

19億12百万円減少したことが主な要因です。

当第１四半期連結会計期間末における負債の合計は、2,260億74百万円（前連結会計年度末2,245億51百万円）

となり、15億23百万円増加しました。流動負債は、1,315億33百万円となり20億40百万円増加し、固定負債は945

億41百万円となり５億16百万円減少しました。

流動負債は、短期借入金が12億64百万円増加したことが主な要因です。固定負債は、繰延税金負債が６億23百

万円減少したことが主な要因です。

当第１四半期連結会計期間末における純資産の合計は、843億35百万円（前連結会計年度末903億７百万円）と

なり、59億72百万円減少しました。これは為替換算調整勘定の減少が主な要因です。

　

②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ55億27百万円増加し727億79百万円となりました。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)

営業活動の結果得られた資金は、108億56百万円（前年同期は84億54百万円）となりました。この主な要因は、

税金等調整前四半期純利益24億32百万円と、減価償却費37億22百万円です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動に使用した資金は、49億30百万円（前年同期は38億87百万円）となりました。この主な要因は、有形

固定資産の取得による支出41億４百万円です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動で得られた資金は、21百万円（前年同期は17億44百万円）となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期（平成28年４月１日～平成29年３月31日）連結業績予想につきましては、平成28年５月11日に

発表しました予想から修正は行っておりません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４

月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微

であります。

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 68,663 74,283

受取手形及び売掛金 56,164 52,579

有価証券 200 100

商品及び製品 17,311 16,267

仕掛品 3,459 4,011

原材料及び貯蔵品 22,158 20,136

繰延税金資産 4,671 4,904

その他 20,058 19,294

貸倒引当金 △137 △129

流動資産合計 192,550 191,446

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 59,092 58,047

減価償却累計額 △39,526 △39,297

建物及び構築物（純額） 19,565 18,749

機械装置及び運搬具 131,412 128,824

減価償却累計額 △97,569 △96,756

機械装置及び運搬具（純額） 33,842 32,068

工具、器具及び備品 46,856 46,169

減価償却累計額 △42,339 △41,881

工具、器具及び備品（純額） 4,517 4,288

土地 6,468 6,332

リース資産 4,228 4,201

減価償却累計額 △2,044 △2,015

リース資産（純額） 2,183 2,186

建設仮勘定 8,989 10,028

有形固定資産合計 75,567 73,654

無形固定資産

ソフトウエア 3,335 3,144

ソフトウエア仮勘定 1,923 2,289

その他 1,877 1,774

無形固定資産合計 7,135 7,209

投資その他の資産

投資有価証券 25,088 23,214

長期貸付金 2,578 2,986

繰延税金資産 1,044 1,009

長期前払費用 426 373

退職給付に係る資産 8,204 8,365

その他 2,422 2,310

貸倒引当金 △159 △160

投資その他の資産合計 39,605 38,099

固定資産合計 122,308 118,963

資産合計 314,859 310,409
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 31,728 29,215

短期借入金 55,144 56,409

未払金及び未払費用 24,344 24,715

未払法人税等 1,362 1,663

賞与引当金 4,498 6,396

役員賞与引当金 55 84

製品保証引当金 2,510 2,467

損害補償損失等引当金 2,145 2,145

その他の引当金 140 288

その他 7,562 8,147

流動負債合計 129,493 131,533

固定負債

長期借入金 82,141 82,303

長期未払金 5,785 5,617

繰延税金負債 3,075 2,452

退職給付に係る負債 1,419 1,417

その他 2,635 2,750

固定負債合計 95,058 94,541

負債合計 224,551 226,074

純資産の部

株主資本

資本金 9,885 9,885

資本剰余金 15,598 15,595

利益剰余金 47,735 47,076

自己株式 △600 △601

株主資本合計 72,618 71,956

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,350 1,025

為替換算調整勘定 1,785 △2,108

退職給付に係る調整累計額 △740 △589

その他の包括利益累計額合計 3,395 △1,672

非支配株主持分 14,293 14,051

純資産合計 90,307 84,335

負債純資産合計 314,859 310,409
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 81,107 78,814

売上原価 69,084 65,914

売上総利益 12,022 12,900

販売費及び一般管理費 7,433 7,571

営業利益 4,589 5,329

営業外収益

受取利息 148 103

受取配当金 187 209

持分法による投資利益 311 161

為替差益 54 －

その他 368 116

営業外収益合計 1,069 591

営業外費用

支払利息 316 334

為替差損 － 2,572

その他 152 116

営業外費用合計 469 3,024

経常利益 5,189 2,896

特別利益

固定資産売却益 2 33

投資有価証券売却益 28 －

その他 0 8

特別利益合計 30 42

特別損失

固定資産除却損 13 25

減損損失 0 1

投資有価証券評価損 － 156

取引調査関連損失 113 265

その他 8 57

特別損失合計 135 506

税金等調整前四半期純利益 5,085 2,432

法人税等 1,654 1,730

四半期純利益 3,430 702

非支配株主に帰属する四半期純利益 676 554

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,753 147
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 3,430 702

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 538 △1,347

為替換算調整勘定 △1,611 △4,141

退職給付に係る調整額 △58 159

持分法適用会社に対する持分相当額 42 △163

その他の包括利益合計 △1,088 △5,493

四半期包括利益 2,342 △4,791

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,869 △4,920

非支配株主に係る四半期包括利益 472 128

決算短信（宝印刷） 2016年08月10日 08時40分 10ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



株式会社ミツバ(7280) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

― 9 ―

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６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 5,085 2,432

減価償却費 3,734 3,722

受取利息及び受取配当金 △335 △313

支払利息 316 334

持分法による投資損益（△は益） △311 △161

有形固定資産売却損益（△は益） 6 △25

売上債権の増減額（△は増加） 318 597

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,520 457

仕入債務の増減額（△は減少） 1,041 828

その他 △2,406 4,535

小計 9,971 12,408

利息及び配当金の受取額 343 307

利息の支払額 △204 △205

法人税等の支払額 △1,655 △1,653

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,454 10,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,340 △4,104

有形固定資産の売却による収入 261 218

投資有価証券の取得による支出 △6 △5

貸付けによる支出 △360 △827

貸付金の回収による収入 63 435

その他 △504 △646

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,887 △4,930

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） 1,184 2,289

長期借入れによる収入 4,333 714

長期借入金の返済による支出 △670 △541

配当金の支払額 △626 △805

非支配株主への配当金の支払額 △415 △420

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△1,540 △874

その他 △521 △339

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,744 21

現金及び現金同等物に係る換算差額 △322 △420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,989 5,527

現金及び現金同等物の期首残高 59,115 67,252

現金及び現金同等物の四半期末残高 65,104 72,779
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）

１．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

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額
(注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注）２

輸送用機器
関連事業

情報サービス
事業

その他事業

売上高

外部顧客への売上高 78,491 2,182 432 81,107 － 81,107

セグメント間の内部売上高又は振替高 141 336 66 544 △544 －

計 78,632 2,519 499 81,651 △544 81,107

セグメント利益（又はセグメント損失) 4,643 △76 20 4,587 2 4,589

(注）１．セグメント利益の調整額２百万円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日）

１．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

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額
(注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注）２

輸送用機器
関連事業

情報サービス
事業

その他事業

売上高

外部顧客への売上高 76,284 1,807 722 78,814 － 78,814

セグメント間の内部売上高又は振替高 141 349 61 552 △552 －

計 76,425 2,156 784 79,367 △552 78,814

セグメント利益（又はセグメント損失) 5,410 △173 87 5,324 4 5,329

(注）１．セグメント利益の調整額４百万円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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