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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 1,325,404 2.5 47,238 △35.4 30,405 △33.4 19,151 △52.0

24年3月期第2四半期 1,293,626 △4.7 73,180 13.3 45,629 5.1 39,885 129.6

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,908百万円 （△92.0％） 24年3月期第2四半期 23,724百万円 （―％）

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 5.71 5.70
24年3月期第2四半期 11.89 11.87

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 3,896,221 1,298,071 32.0
24年3月期 3,963,987 1,306,366 31.7

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,246,826百万円 24年3月期  1,255,089百万円

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

24年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

25年3月期 ― 3.00

25年3月期（予想） ― 3.00 6.00

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）

（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 3,000,000 6.3 130,000 16.1 90,000 4.4 50,000 103.7 14.90



(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）  ：  有  
新規 １社 （社名） ＭＨＩ Ｃａｐｉｔａｌ Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ． 

(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．２「１．サマリー情報（その他）に関する事項（１）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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「１．サマリー情報（その他）に関する事項（２）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） 

※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のレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したもので、リスクや不確実性を含んでおり、また、当社とし
てその実現を約束する趣旨のものではありません。従いまして、この業績見通しのみに依拠して投資判断を下すことはお控え下さいますようお願いいたします。 
実際の業績は、様々な重要な要素により、この業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与える要素には、当社
グループの事業領域をとりまく経済情勢、対ドルをはじめとする円の為替レート、日本の株式相場などが含まれます。 
 
（決算補足説明資料の入手方法について） 
決算補足説明資料は、当社ウェブサイトに掲載することとしております。 

※  注記事項

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   ：  有

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） 25年3月期2Q 3,373,647,813 株 24年3月期 3,373,647,813 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 18,494,381 株 24年3月期 18,546,244 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 3,355,122,073 株 24年3月期2Q 3,355,110,948 株
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１．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）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ます。 

 

（２）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 

  該当事項はありません。 

 

② ①以外の会計方針の変更 

 （為替予約等の会計処理の変更） 

  為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等（見込生産品に対して包括予約を締結している場

合を除く）について、振当処理を採用していましたが、第１四半期連結会計期間から原則的な処理

方法に変更しています。 

なお、この変更による影響額は軽微です。 

   

  ③ 会計上の見積りの変更 

該当事項はありません。 

 

④ 修正再表示 

該当事項はありません。 



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 262,287 405,147

受取手形及び売掛金 968,064 804,950

有価証券 1 1

商品及び製品 155,990 151,099

仕掛品 773,782 761,353

原材料及び貯蔵品 123,670 121,132

繰延税金資産 180,747 176,592

その他 180,826 228,457

貸倒引当金 △6,368 △6,252

流動資産合計 2,639,003 2,642,483

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 342,243 344,447

機械装置及び運搬具（純額） 234,037 224,263

工具、器具及び備品（純額） 38,051 40,155

土地 137,337 137,728

リース資産（純額） 5,356 4,883

建設仮勘定 40,557 45,500

有形固定資産合計 797,584 796,979

無形固定資産 25,313 28,520

投資その他の資産   

投資有価証券 309,054 244,732

長期貸付金 5,478 6,125

繰延税金資産 11,180 10,816

その他 185,708 176,464

貸倒引当金 △9,335 △9,900

投資その他の資産合計 502,086 428,238

固定資産合計 1,324,984 1,253,738

資産合計 3,963,987 3,896,221



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 651,101 616,086

短期借入金 152,344 265,222

1年内返済予定の長期借入金 131,713 110,038

コマーシャル・ペーパー － 41,000

1年内償還予定の社債 69,900 80,000

製品保証引当金 20,812 22,365

受注工事損失引当金 77,565 59,952

係争関連損失引当金 3,936 2,197

前受金 399,288 385,391

その他 208,034 169,879

流動負債合計 1,714,695 1,752,134

固定負債   

社債 250,000 200,000

長期借入金 553,189 510,465

繰延税金負債 17,832 9,222

退職給付引当金 47,002 52,616

PCB廃棄物処理費用引当金 11,604 11,629

その他 63,296 62,080

固定負債合計 942,925 846,014

負債合計 2,657,621 2,598,149

純資産の部   

株主資本   

資本金 265,608 265,608

資本剰余金 203,942 203,948

利益剰余金 822,473 831,558

自己株式 △5,418 △5,403

株主資本合計 1,286,606 1,295,712

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 22,082 6,752

繰延ヘッジ損益 12 565

為替換算調整勘定 △53,611 △56,204

その他の包括利益累計額合計 △31,517 △48,885

新株予約権 1,868 2,268

少数株主持分 49,409 48,977

純資産合計 1,306,366 1,298,071

負債純資産合計 3,963,987 3,896,221



（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 1,293,626 1,325,404

売上原価 1,060,018 1,106,475

売上総利益 233,608 218,928

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 － 883

役員報酬及び給料手当 62,300 65,712

研究開発費 21,056 22,707

引合費用 14,530 16,065

その他 62,539 66,321

販売費及び一般管理費合計 160,427 171,690

営業利益 73,180 47,238

営業外収益   

受取利息 1,792 1,532

受取配当金 2,006 2,282

持分法による投資利益 2,391 542

その他 2,082 1,906

営業外収益合計 8,273 6,265

営業外費用   

支払利息 10,664 9,064

為替差損 17,960 10,606

固定資産除却損 1,802 1,968

その他 5,398 1,458

営業外費用合計 35,824 23,098

経常利益 45,629 30,405

特別利益   

固定資産売却益 28,026 －

投資有価証券売却益 － 6,860

特別利益合計 28,026 6,860

特別損失   

投資有価証券評価損 2,217 9,549

特別損失合計 2,217 9,549

税金等調整前四半期純利益 71,438 27,716

法人税等 31,752 8,455

少数株主損益調整前四半期純利益 39,686 19,261

少数株主利益又は少数株主損失（△） △199 110

四半期純利益 39,885 19,151



（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利益 39,686 19,261

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,179 △14,049

繰延ヘッジ損益 △1,543 213

為替換算調整勘定 2,688 △561

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,927 △2,956

その他の包括利益合計 △15,961 △17,352

四半期包括利益 23,724 1,908

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 24,087 1,782

少数株主に係る四半期包括利益 △363 126



（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利益 71,438 27,716

減価償却費 58,666 55,280

退職給付引当金の増減額（△は減少） △458 5,582

受取利息及び受取配当金 △3,798 △3,815

支払利息 10,664 9,064

持分法による投資損益（△は益） △2,391 △542

投資有価証券売却損益（△は益） △150 △6,860

投資有価証券評価損益（△は益） 2,217 9,549

固定資産売却損益（△は益） △28,026 －

固定資産除却損 1,802 1,968

売上債権の増減額（△は増加） 67,878 168,823

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） △34,349 1,781

その他の資産の増減額（△は増加） 6,893 △8,151

仕入債務の増減額（△は減少） △56,019 △40,581

前受金の増減額（△は減少） 45,898 △14,376

その他の負債の増減額（△は減少） △4,071 △34,732

その他 6,186 4,443

小計 142,377 175,148

利息及び配当金の受取額 3,725 4,286

利息の支払額 △10,684 △8,793

法人税等の支払額 △28,780 △39,196

営業活動によるキャッシュ・フロー 106,638 131,445

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） 1,916 748

有価証券の取得による支出 △40,000 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △53,692 △54,519

有形及び無形固定資産の売却による収入 64,989 2,868

投資有価証券の取得による支出 △1,194 △2,300

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,711 39,115

貸付けによる支出 △571 △1,395

貸付金の回収による収入 1,360 650

その他 △691 △6,234

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,171 △21,066

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）

△27,295 147,881

長期借入れによる収入 7,009 1,919

長期借入金の返済による支出 △35,422 △60,422

社債の償還による支出 △24,272 △39,900

少数株主からの払込みによる収入 4 12

配当金の支払額 △6,690 △10,029

少数株主への配当金の支払額 △758 △539

その他 △1,126 △1,174

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,552 37,747

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,724 △4,626



（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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,810 143,500

現金及び現金同等物の期首残高 288,868 254,605

現金及び現金同等物の四半期末残高 279,058 398,106



  

（４）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（５）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。 
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