
第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成している。 

 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。 
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１【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26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 381,056 287,785 

受取手形及び売掛金 1,188,928 1,058,697 

商品及び製品 161,401 176,951 

仕掛品 846,201 963,798 

原材料及び貯蔵品 143,298 154,604 

繰延税金資産 177,253 177,966 

その他 290,737 355,950 

貸倒引当金 △8,015 △7,282 

流動資産合計 3,180,861 3,168,471 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 373,000 374,684 

機械装置及び運搬具（純額） 262,123 250,532 

工具、器具及び備品（純額） 43,502 46,584 

土地 176,418 177,543 

リース資産（純額） 4,843 4,865 

建設仮勘定 70,609 76,110 

有形固定資産合計 930,498 930,321 

無形固定資産    

のれん 116,175 81,181 

その他 54,925 119,741 

無形固定資産合計 171,100 200,923 

投資その他の資産    

投資有価証券 402,827 440,518 

長期貸付金 3,212 25,158 

退職給付に係る資産 80,468 106,138 

繰延税金資産 41,091 19,094 

その他 85,056 90,599 

貸倒引当金 △9,081 △10,395 

投資その他の資産合計 603,575 671,113 

固定資産合計 1,705,174 1,802,359 

資産合計 4,886,035 4,970,830 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 760,444 648,454 

電子記録債務 41,000 71,316 

短期借入金 166,296 186,929 

1年内返済予定の長期借入金 186,245 77,017 

コマーシャル・ペーパー － 35,000 

1年内償還予定の社債 70,000 50,000 

未払法人税等 64,487 32,731 

製品保証引当金 18,314 16,757 

受注工事損失引当金 62,523 58,136 

客船事業関連損失引当金 64,126 103,413 

前受金 567,470 611,906 

その他 284,368 271,691 

流動負債合計 2,285,278 2,163,355 

固定負債    

社債 175,000 245,000 

長期借入金 359,946 379,220 

繰延税金負債 25,377 64,926 

PCB廃棄物処理費用引当金 10,459 10,364 

退職給付に係る負債 189,937 131,035 

その他 65,812 65,207 

固定負債合計 826,533 895,753 

負債合計 3,111,812 3,059,109 

純資産の部    

株主資本    

資本金 265,608 265,608 

資本剰余金 203,978 204,008 

利益剰余金 1,031,371 1,092,652 

自己株式 △5,385 △5,328 

株主資本合計 1,495,573 1,556,940 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 43,188 54,442 

繰延ヘッジ損益 △1,001 341 

為替換算調整勘定 34,658 43,547 

退職給付に係る調整累計額 △29,019 △24,178 

その他の包括利益累計額合計 47,825 74,153 

新株予約権 2,635 3,233 

少数株主持分 228,188 277,392 

純資産合計 1,774,223 1,911,721 

負債純資産合計 4,886,035 4,970,830 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 1,505,573 1,759,121 

売上原価 1,227,128 1,387,523 

売上総利益 278,444 371,597 

販売費及び一般管理費    

貸倒引当金繰入額 － △18 

役員報酬及び給料手当 78,785 90,574 

研究開発費 27,278 32,744 

引合費用 16,645 21,049 

その他 80,266 108,978 

販売費及び一般管理費合計 202,975 253,328 

営業利益 75,469 118,269 

営業外収益    

受取利息 1,774 3,770 

受取配当金 1,785 3,498 

持分法による投資利益 144 3,469 

為替差益 － 13,561 

その他 4,214 2,768 

営業外収益合計 7,918 27,068 

営業外費用    

支払利息 7,709 7,862 

為替差損 8,024 － 

固定資産除却損 2,122 2,352 

その他 5,723 7,180 

営業外費用合計 23,578 17,394 

経常利益 59,809 127,943 

特別利益    

負ののれん発生益 4,781 － 

持分変動利益 1,688 － 

特別利益合計 6,470 － 

特別損失    

客船事業関連損失引当金繰入額 － 39,841 

減損損失 4,677 － 

事業構造改善費用 2,481 － 

特別損失合計 7,159 39,841 

税金等調整前四半期純利益 59,120 88,102 

法人税等 25,665 33,506 

少数株主損益調整前四半期純利益 33,455 54,596 

少数株主利益 644 16,578 

四半期純利益 32,811 38,017 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 33,455 54,596 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 17,196 11,448 

繰延ヘッジ損益 △165 707 

為替換算調整勘定 27,136 10,521 

退職給付に係る調整額 － 5,094 

持分法適用会社に対する持分相当額 3,092 1,178 

持分変動差額 4 －

その他の包括利益合計 47,264 28,949 

四半期包括利益 80,720 83,545 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 77,469 64,345 

少数株主に係る四半期包括利益 3,250 19,200 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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 59,120 88,102 

減価償却費 60,261 75,318 

減損損失 4,677 － 

のれん償却額 2,268 6,000 

負ののれん発生益 △4,781 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,405 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △2,399 

受取利息及び受取配当金 △3,560 △7,269 

支払利息 7,709 7,862 

持分法による投資損益（△は益） △144 △3,469 

持分変動損益（△は益） △1,688 － 

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,451 

固定資産除却損 2,122 2,352 

事業構造改善費用 2,481 － 

客船事業関連損失引当金繰入額 － 39,841 

売上債権の増減額（△は増加） 72,298 138,703 

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） △85,428 △144,777 

その他の資産の増減額（△は増加） △16,422 △36,496 

仕入債務の増減額（△は減少） △27,375 △95,403 

前受金の増減額（△は減少） 17,398 42,283 

その他の負債の増減額（△は減少） △30,803 △31,748 

その他 11,531 1,620 

小計 79,068 79,068 

利息及び配当金の受取額 4,064 10,530 

利息の支払額 △7,982 △8,194 

法人税等の支払額 △1,201 △75,457 

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,948 5,948 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の増減額（△は増加） 2,159 △858 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △67,381 △81,182 

有形及び無形固定資産の売却による収入 3,713 7,921 

投資有価証券の取得による支出 △658 △29,857 

投資有価証券の売却及び償還による収入 4,936 14,989 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

取得による支出 
△52,095 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

取得による収入 
3,819 － 

貸付けによる支出 △1,852 △19,455 

貸付金の回収による収入 507 9,480 

その他 509 △1,489 

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,341 △100,451 
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    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの 

増減額（△は減少） 
41,406 50,803 

長期借入れによる収入 25,320 23,733 

長期借入金の返済による支出 △46,466 △114,306 

社債の発行による収入 45,000 70,000 

社債の償還による支出 △50,000 △20,000 

少数株主からの払込みによる収入 664 11,482 

配当金の支払額 △16,711 △13,394 

少数株主への配当金の支払額 △1,066 △1,930 

その他 △2,629 △1,473 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,482 4,914 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,968 6,481 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,843 △83,107 

現金及び現金同等物の期首残高 319,426 370,710 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 3,933 － 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △10,845 

現金及び現金同等物の四半期末残高 注1 276,516 注1 276,758 
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

(1) 連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間から、合併による解散に伴い、三菱重工パーキング㈱及び東日本三菱農機販売㈱を連結

の範囲から除外している。

また、当社グループの規模が昨今の事業統合等により拡大していることを踏まえ、第１四半期連結会計期間か

ら、連結財務諸表における重要性が相対的に低下した子会社73社を連結の範囲から除外している。これらの子会

社は、資産、売上高及び利益の規模等からみて連結の範囲から除いても、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさな

いので連結の範囲から除外している。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間から、株式の取得によりMHI Vestas Offshore Wind A/Sを持分法適用の関連会社に含め

ている。

また、当社グループの規模が昨今の事業統合等により拡大していることを踏まえ、第１四半期連結会計期間か

ら、連結財務諸表における重要性が相対的に低下した関連会社15社を持分法適用の関連会社から除外している。

これらの関連会社は、持分法の適用による投資勘定の増減額が連結財務諸表に及ぼす影響が僅少であるので持分

法を適用していない。

(3) 連結子会社の事業年度に関する変更

第１四半期連結会計期間から、Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. など49社は、決算日を12月末

日から３月末日に変更し、12月末日が決算日であるShanghai MHI Turbocharger Co., Ltd.（上海菱重増圧器有限

公司）など20社は、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用する方法に変更している。

なお、当第２四半期連結累計期間におけるMitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. など69社の会計期

間は９ヶ月となっている。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高が106,861百万円、営業利益が7,572百万円、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益がそれぞれ9,135百万円増加している。

 

 

（会計方針の変更等）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び

「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。 以下「退職給付適用

指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１

四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を

主として期間定額基準から主として給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を単一の加重平均割引率

を使用する方法へ変更した。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半期連

結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してい

る。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が23,863百万円減少し、退職給付に係る資産が

58,609百万円、利益剰余金が49,547百万円それぞれ増加している。なお、当第２四半期連結累計期間の損益に与える

影響は軽微である。
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（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

税金費用の計算 税金費用の計算について、当社は当第２四半期連結累計期間における税引前

四半期純利益に重要な永久差異を加減算し法定実効税率を乗じて計算し、連

結子会社は主として当第２四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いる。

 

 

（追加情報）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

（客船事業関連損失）

平成23年11月に受注したアイーダ・クルーズ向け大型クルーズ客船２隻建造プロジェクト（以下「客船事業」とい

う。）については、プロトタイプの客船建造の困難さが顕在化し、またホテルパート等の設計作業が膨大となり、更

には大幅な設計変更により、設計作業の遅延が生じた。このことが設計費の増加のみならず、その後の資材調達や建

造工程などに悪影響を及ぼし、コスト悪化に繋がり、多額の工事損失の発生が見込まれることとなったため、前連結

会計年度末に、当連結会計年度以降に発生が見込まれる損失の合理的な見積額64,126百万円を引当計上した。

客船建造に関しては、本年３月に新たなプロジェクトマネジメント体制を組成して工事遂行してきたが、当年度に入

って、客先とともに本船の先進的な要求仕様を確認・追求していく中で、パブリックエリアやホテルパート等の総合

配置や関連付帯設備において、設計の基礎に立ち戻る事象が発生し、これらの対応において設計作業のやり直しが大

量に生じたことにより、設計作業が大幅に遅れることとなった。

設計リソースを追加投入するなど対策を推進してきたが、当第２四半期に入り、出図完了が想定より遅延することが

見込まれ、１番船の建造工程の見直しを余儀なくされた。また、１番船の設計作業の遅れが２番船の出図遅れにも繋

がり、２番船の現場工程にも影響を与えることとなった。

これにより、設計費の悪化、後続の現場工程における後戻り作業や工程遅れを取り戻すためのラッシュワークに伴う

現場コストの悪化、設計の仕様変更や物量増加に伴う調達コストの悪化が発生する見込みとなった。

結果として、今後発生する損失額が、前連結会計年度末において引当計上した金額を大幅に超過することが当第２四

半期において見込まれるに至ったため、当第２四半期連結累計期間において、現時点で可能な範囲で合理的に見積っ

た追加損失予想額39,841百万円を特別損失として計上した。

なお、当社は客船事業に関し今後発生が見込まれる損失を、継続的な事業として発生する損失ではないものと位置付

け、特別損失に計上している。
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（四半期連結貸借対照表関係）

１．偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金等に対する保証債務は、次のとおりである。

前連結会計年度
（平成26年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成26年９月30日）

社員（住宅資金等借入） 26,494百万円 社員（住宅資金等借入） 25,038百万円

L&T-MHI Turbine Generators 

Private Ltd.
8,800

L&T-MHPS Turbine Generators 

Private Ltd.
9,164

その他 19,052 MHI Vestas Offshore Wind A/S 7,584

    その他 21,476

計 54,347 計 63,263

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りである。

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成26年４月１日
至  平成26年９月30日）

現金及び預金 284,470百万円 287,785百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △7,954 △11,029

流動資産のその他に含まれる現金同等物 － 2

現金及び現金同等物 276,516 276,758
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり 
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 16,776 5 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり 
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月31日

取締役会
普通株式 13,421 4 平成25年９月30日 平成25年12月４日 利益剰余金

 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり 
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月26日

定時株主総会
普通株式 13,421 4 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり 
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年10月31日

取締役会
普通株式 16,778 5 平成26年９月30日 平成26年12月３日 利益剰余金
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（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 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

  １．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 

その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期 
連結損益 
計算書 
計上額 
(注)３ 

 
エネルギー
・環境

交通・
輸送

防衛・
宇宙

機械・設備
システム

計 

売上高                  

外部顧客への 
売上高 

547,567 229,180 178,338 499,450 1,454,536 51,037 1,505,573 － 1,505,573 

セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

7,079 174 369 12,067 19,691 28,868 48,559 △48,559 － 

計 554,646 229,354 178,707 511,517 1,474,227 79,905 1,554,133 △48,559 1,505,573 

セグメント利益 40,471 12,095 8,342 18,203 79,113 5,269 84,382 △8,912 75,469 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない不動産の売買・賃貸、印刷、情報サービス及びリース等を

含んでいる。

２．セグメント利益の調整額は、各セグメントに配分していない全社費用△8,912百万円である。全社費用は、全

社基盤的な研究開発費や本社管理部門の費用の一部である。

３．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いる。

 

 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

  １．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 

その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期 
連結損益 
計算書 
計上額 
(注)３ 

 
エネルギー
・環境

交通・
輸送

防衛・
宇宙

機械・設備
システム

計 

売上高                  

外部顧客への 
売上高 

678,491 241,273 174,518 624,602 1,718,886 40,234 1,759,121 － 1,759,121 

セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

4,634 1,236 137 9,151 15,160 30,656 45,817 △45,817 － 

計 683,126 242,510 174,656 633,753 1,734,047 70,890 1,804,938 △45,817 1,759,121 

セグメント利益 61,891 5,473 8,168 42,325 117,859 4,631 122,491 △4,221 118,269 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない不動産の売買・賃貸、情報サービス及びリース等を含んで

いる。

２．セグメント利益の調整額は、各セグメントに配分していない全社費用△4,221百万円である。全社費用は、全

社基盤的な研究開発費や本社管理部門の費用の一部である。

３．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いる。
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２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、前連結会計年度において従来９つの事業本部からなっていた組織体制を集約・再編し、「エネルギー・環

境」「交通・輸送」「防衛・宇宙」「機械・設備システム」の４つの事業ドメインからなる新たな組織体制に移行

した。これに伴い、前連結会計年度から、報告セグメントを従来の「船舶・海洋」「原動機」「機械・鉄構」「航

空・宇宙」「汎用機・特殊車両」の５区分から「エネルギー・環境」「交通・輸送」「防衛・宇宙」「機械・設備

システム」の４区分に変更している。

また、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成している。

 

（連結子会社の事業年度に関する変更）

連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間から、Mitsubishi 

Turbocharger and Engine Europe B.V. など49社は、決算日を12月末日から３月末日に変更し、12月末日が決算日

であるShanghai MHI Turbocharger Co., Ltd.（上海菱重増圧器有限公司）など20社は、連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用する方法に変更している。

なお、当第２四半期連結累計期間におけるMitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.など69社の会計期間

は９ヶ月となっている。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、エネルギー・環境で11,760百万円、交通・輸送で２百万円、機

械・設備システムで93,511百万円、その他で1,861百万円それぞれ増加し、セグメント利益は、エネルギー・環境

で791百万円、交通・輸送で４百万円、機械・設備システムで6,627百万円、その他で148百万円それぞれ増加して

いる。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

「エネルギー・環境」セグメントにおいて、前連結会計年度に㈱日立製作所との火力発電システム事業統合に伴い

暫定的に算出されたのれん97,725百万円を計上していたが、取得原価の配分が完了したことにより、33,284百万円

減少している。

なお、上記金額は、企業結合日に当社が保有していた三菱日立パワーシステムズ㈱の株式33株を、同日付で㈱日立

製作所に譲渡する前に発生した当初ののれんの金額である。

 

- 25 -

 



（金融商品関係）

Ⅰ  前連結会計年度末（平成26年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

有価証券及び投資有価証券 270,249 412,723 142,473
 

 

Ⅱ  当第２四半期連結会計期間末（平成26年９月30日）

有価証券及び投資有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年

度の末日に比べて著しい変動が認められる。

 
四半期連結貸借対照表 

計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

有価証券及び投資有価証券 279,653 465,724 186,071
 

（注１）有価証券及び投資有価証券の時価の算定方法

これらの時価については、市場価格によっている。

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）

区分
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年３月31日）

非上場株式 132,607 160,868

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「有価証券及び投資有価証券」には含めていない。
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（デリバティブ取引関係）

Ⅰ  前連結会計年度末（平成26年３月31日）

通貨関連

区分 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取引以外の取引 

為替予約取引      

売建      

米ドル 8,562 43 43 

ユーロ 7,445 △435 △435 

その他 1,355 △8 △8 

買建      

米ドル 38,251 337 337 

ユーロ 83 7 7 

その他 1,879 11 11 

合計 － △44 △44

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は開示の対象から除いている。

 

Ⅱ  当第２四半期連結会計期間末（平成26年９月30日）

対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、か

つ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められる。

通貨関連

区分 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取引以外の取引 

為替予約取引      

売建      

米ドル 35,942 △1,250 △1,250 

ユーロ 7,354 492 492 

その他 2,493 △126 △126 

買建      

米ドル 16,042 65 65 

ユーロ 108 △2 △2 

その他 7,998 23 23 

合計 － △798 △798

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は開示の対象から除いている。
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（企業結合等関係）

取得による企業結合

１．取得原価の当初配分額に重要な修正がなされた場合の修正内容及び金額

前連結会計年度では、平成26年２月１日付で㈱日立製作所から取得した火力発電システム事業に係る取得原価の配分

が完了しておらず、連結財務諸表作成時点における入手可能な合理的な情報に基づき暫定的な会計処理を行ってい

た。

当第２四半期連結会計期間における取得原価の配分の見直しによるのれんの修正額は次のとおりである。

 

修正科目                  のれんの修正金額

のれん（修正前）                    97,725 百万円

無形固定資産                    △75,460

繰延税金負債                      26,728

  少数株主持分                      15,448        

修正金額合計                    △33,284

のれん（修正後）                    64,441

 

なお、上記金額は、企業結合日に当社が保有していた三菱日立パワーシステムズ㈱の株式33株を、同日付で㈱日立製

作所に譲渡する前に発生した当初ののれんの金額である。

 

２．償却の方法及び償却期間

のれん           10年間にわたる均等償却

無形固定資産     主として７年間にわたる均等償却

 

- 28 -

 



（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基

礎は、以下のとおりである。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 ９円78銭 11円33銭

（算定上の基礎）    

四半期純利益（百万円） 32,811 38,017

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 32,811 38,017

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,355,281 3,355,481

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ９円76銭 11円30銭

（算定上の基礎）    

普通株式増加数（千株） 7,075 7,878

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

 

 

 

- 29 -

 



２【その他】

(1)中間配当について、次のとおり取締役会の決議があった。

決議年月日                               平成26年10月31日

中間配当による配当金の総額               16,778百万円

１株当たりの金額                         ５円

支払請求権の効力発生日及び支払開始日     平成26年12月３日

（注）平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録されている最終の株主又は登録株式質権者に対し、支払

いを行う。

 

(2)重要な訴訟案件

平成25年10月16日、当社及びMitsubishi Nuclear Energy Systems, Inc.は米国Southern California Edison 

Company及び米国Edison Material Supply LLCから、米国サンオノフレ原子力発電所向け取替用蒸気発生器供給契

約について、当社らに契約上の義務違反があったなどとして、損害賠償を求める仲裁を申し立てられた。また、平

成26年５月16日、米国San Diego Gas & Electric Company及び米国City of Riversideの２社が本件仲裁に参加し

た。これに対し当社らとしては、申立人の請求は交渉の経緯や契約履行の事実を正確に反映していない不適切な内

容であり、根拠のないものと考えており、当該仲裁を通じて、申立人の主張及び要求が不当であることを主張して

いく。
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