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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９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 ％

2021年３月期第２四半期 21,207 13.2 1,178 161.9 1,271 155.1 906 155.8

2020年３月期第２四半期 18,736 24.9 450 － 498 456.1 354 779.5
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 1,460百万円( －％) 2020年３月期第２四半期 △156百万円( －％)

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

2021年３月期第２四半期 119.45 －

2020年３月期第２四半期 45.28 －
　

（２）連結財政状態

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

2021年３月期第２四半
期

46,013 22,258 48.3 2,930.49

2020年３月期 48,545 21,259 43.7 2,795.96
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 22,238百万円 2020年３月期 21,217百万円

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

2020年３月期 － 0.00 － 60.00 60.00

2021年３月期 － 0.00

2021年３月期(予想) － 60.00 60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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
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

通期 49,000 8.7 2,400 8.0 2,500 3.6 1,780 △4.3 234.56
(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

（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

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（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

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
　

（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) 2021年３月期２Ｑ 7,913,950株 2020年３月期 7,913,950株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 325,241株 2020年３月期 325,241株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 7,588,709株 2020年３月期２Ｑ 7,825,525株
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、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Ｐ．２
「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。

　



三菱化工機㈱ (6331) 2021年３月期 第２四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………2

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………4

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………4

（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 …………………………………………6

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間 …………………………………………………………………………6

四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間 …………………………………………………………………………7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………8

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………9

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………9

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………9

（追加情報） ……………………………………………………………………………………………9

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………9



三菱化工機㈱ (6331) 2021年３月期 第２四半期決算短信

― 2 ―

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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い４月から５月にかけて

は緊急事態宣言が発令され、社会経済活動の制限や自粛により景気は急速に悪化し、極めて厳しい状況となりまし

た。緊急事態宣言解除後は、経済活動の再開に伴い景気に持ち直しの動きがみられるものの、感染再拡大への懸念

から個人消費の回復は足踏み状態が続き、民間設備投資も企業の慎重姿勢により弱い動きが続く等、依然として景

気は厳しい状況が続いております。

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、21,207百万円と前年同四半期に比べ13.2％の増加となりました。損益面におきましては、売上

高の増加による売上総利益の増加、売上原価率の改善、新型コロナウイルス感染症対策のための出張抑制等による

営業経費の減少等により、営業利益は前年同四半期に比べ161.9％増加の1,178百万円となりました。経常利益は前

年同四半期に比べ155.1％増加の1,271百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期に比べ

155.8％増加の906百万円となりました。

なお、当社グループでは、売上高が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15,361百万円(前年同四半期比23.4％増加)、営業利益670百万円(前年

同四半期は28百万円の損失)となりました。

単体機械事業については、売上高5,846百万円(前年同四半期比7.0％減少)、営業利益507百万円(前年同四半期比

6.1％増加)となりました。

（２）財政状態に関する説明

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2,531百万円減少の46,013百万円となり

ました。これは、仕掛品の増加299百万円、株価上昇に伴う時価のある有価証券の評価差額の増加689百万円等があ

りましたが、現金及び預金の減少2,546百万円、受取手形及び売掛金の減少284百万円、電子記録債権の減少200百万

円、主として時価のある有価証券の評価差額に係る繰延税金負債との相殺額が拡大したことによる繰延税金資産の

減少等によるその他の減少407百万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3,530百万円減少の23,754百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の

減少1,396百万円、電子記録債務の減少291百万円、未払法人税等の減少399百万円、主として未払金及び預り金の減

少によるその他流動負債の減少908百万円、退職給付に係る負債の減少177百万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998百万円増加の22,258百万円となりました。これは、主としてその他有価証

券評価差額金の増加によるその他の包括利益累計額の増加575百万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、固定資産の

取得、配当金の支払等に資金を使用いたしました結果、2,546百万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）

営業活動により使用した資金は、1,768百万円となりました。これは、税引前四半期純利益の計上1,271百万円、

減価償却費275百万円の計上、売上債権の減少461百万円等により資金が増加いたしましたが、仕入債務の減少1,658

百万円、前渡金の増加201百万円、たな卸資産の増加249百万円、主として未払金及び預り金の減少によるその他の

減少639百万円、法人税等の支払い614百万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）

　投資活動に使用した資金は、313百万円となりました。これは、主に固定資産の取得310百万円等により資金が減

少したことによるものであります。

（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、467百万円となりました。これは、主に配当金の支払額461百万円等により資金

が減少したことによるものであります。
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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

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実績及び今後の経済動向を勘案し、2020年７

月31日に公表した2021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(2020年10月30日)公表いたしました「2021年３月期第２四半期連結業績予想と実績値

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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,263 6,717

受取手形及び売掛金 18,378 18,094

電子記録債権 1,394 1,193

製品 871 877

仕掛品 1,879 2,179

材料貯蔵品 797 792

その他 1,216 1,200

貸倒引当金 △11 △5

流動資産合計 33,789 31,048

固定資産

有形固定資産 4,995 4,871

無形固定資産 224 274

投資その他の資産

投資有価証券 7,485 8,175

その他 2,112 1,704

貸倒引当金 △63 △61

投資その他の資産合計 9,535 9,818

固定資産合計 14,755 14,964

資産合計 48,545 46,013

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,188 6,792

電子記録債務 2,597 2,305

1年内返済予定の長期借入金 1,600 1,600

未払法人税等 617 218

前受金 2,072 1,893

賞与引当金 748 648

役員賞与引当金 24 －

完成工事補償引当金 836 854

受注工事損失引当金 214 124

その他 1,688 779

流動負債合計 18,588 15,217

固定負債

長期借入金 1,700 1,700

ＰＣＢ処理引当金 2 －

役員報酬ＢＩＰ信託引当金 48 67

退職給付に係る負債 6,772 6,594

その他 174 175

固定負債合計 8,697 8,537

負債合計 27,285 23,754
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020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 4,200 4,200

利益剰余金 13,001 13,447

自己株式 △591 △591

株主資本合計 20,567 21,013

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,666 3,142

繰延ヘッジ損益 △7 △0

為替換算調整勘定 △252 △257

退職給付に係る調整累計額 △1,756 △1,657

その他の包括利益累計額合計 650 1,225

非支配株主持分 41 19

純資産合計 21,259 22,258

負債純資産合計 48,545 46,013
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 18,736 21,207

売上原価 15,699 17,543

売上総利益 3,037 3,664

販売費及び一般管理費 2,587 2,485

営業利益 450 1,178

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 155 142

その他 27 18

営業外収益合計 183 161

営業外費用

支払利息 20 19

支払手数料 28 27

為替差損 69 －

その他 16 21

営業外費用合計 135 68

経常利益 498 1,271

税金等調整前四半期純利益 498 1,271

法人税、住民税及び事業税 83 236

法人税等調整額 48 149

法人税等合計 132 385

四半期純利益 366 885

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

11 △21

親会社株主に帰属する四半期純利益 354 906
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 366 885

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △566 475

繰延ヘッジ損益 △17 6

為替換算調整勘定 △9 △5

退職給付に係る調整額 71 98

その他の包括利益合計 △522 575

四半期包括利益 △156 1,460

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △168 1,482

非支配株主に係る四半期包括利益 11 △21
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 498 1,271

減価償却費 271 275

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 △99

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22 △24

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △53 17

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 29 △90

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） 1 △2

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） 3 18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △89 △35

受取利息及び受取配当金 △156 △143

支払利息 20 19

売上債権の増減額（△は増加） 2,538 461

たな卸資産の増減額（△は増加） △498 △249

前渡金の増減額（△は増加） △572 △201

仕入債務の増減額（△は減少） △1,350 △1,658

前受金の増減額（△は減少） 2,020 △191

その他 △74 △639

小計 2,551 △1,277

利息及び配当金の受取額 156 143

利息の支払額 △20 △19

法人税等の支払額 △490 △614

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,196 △1,768

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 △280 △310

投資有価証券の取得による支出 △4 △4

投資有価証券の売却による収入 4 －

長期貸付けによる支出 △0 △0

長期貸付金の回収による収入 1 2

その他 △2 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △283 △313

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） △500 －

リース債務の返済による支出 △5 △6

自己株式の売却による収入 1 －

自己株式の取得による支出 △86 －

配当金の支払額 △395 △461

財務活動によるキャッシュ・フロー △985 △467

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 888 △2,546

現金及び現金同等物の期首残高 4,077 9,262

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,966 6,716
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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。

（追加情報）

（会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の影響による会計上の見積りへ

の影響）に記載した内容について重要な変更はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日　至 2019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

(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

12,449 6,287 18,736

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － －

計 12,449 6,287 18,736

セグメント利益(△は損失)
(営業利益(△は損失))

△28 478 450

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年９月30日)

　報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(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

15,361 5,846 21,207

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － －

計 15,361 5,846 21,207

セグメント利益
(営業利益)

670 507 1,178


