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平成24年度 第3四半期 決算概要

連 結

平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

第3四半期 第3四半期
自 平成24年 4月 1日 自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 12月31日 至 平成23年 12月31日

18,800 億円                    21,118 億円                    △11.0 %

19,733 億円                    19,589 億円                    0.7 %

785 億円                         980 億円                         △19.9 %

740 億円                         695 億円                         6.5 %

789 億円                         857 億円                         △7.9 %

499 億円                         327 億円                         52.5 %

14.87円                           9.75円                             52.5 %

注. 記載金額は億円未満を切り捨てて表示しています。
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・証券アナリスト向け）

1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 1,973,365 0.7 78,577 △19.9 74,055 6.5 49,900 52.5
24年3月期第3四半期 1,958,984 △6.2 98,059 21.3 69,561 36.8 32,724 82.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 53,865百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 428百万円 （―％）

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3四半期 14.87 14.85
24年3月期第3四半期 9.75 9.74

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 3,896,884 1,340,071 33.1
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3四半期  1,288,496百万円 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  
連結業績予想の修正については、本日（平成25年2月6日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 6.3 145,000 29.5 120,000 39.2 70,000 185.2 20.86



(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決算のレビュー手続きを実施中です。 

※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3Q 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3Q 18,479,487 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3Q 3,355,133,823 株 24年3月期3Q 3,355,112,860 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３四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３四半期連結会計期

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。 
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 262,287 261,737

受取手形及び売掛金 968,064 877,509

有価証券 1 1

商品及び製品 155,990 139,899

仕掛品 773,782 797,675

原材料及び貯蔵品 123,670 122,390

繰延税金資産 180,747 179,432

その他 180,826 252,310

貸倒引当金 △6,368 △6,056

流動資産合計 2,639,003 2,624,901

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 342,243 340,764

機械装置及び運搬具（純額） 234,037 221,580

工具、器具及び備品（純額） 38,051 39,971

土地 137,337 138,184

リース資産（純額） 5,356 4,668

建設仮勘定 40,557 46,433

有形固定資産合計 797,584 791,602

無形固定資産 25,313 27,008

投資その他の資産   

投資有価証券 309,054 275,526

長期貸付金 5,478 5,838

繰延税金資産 11,180 9,907

その他 185,708 171,780

貸倒引当金 △9,335 △9,679

投資その他の資産合計 502,086 453,372

固定資産合計 1,324,984 1,271,983

資産合計 3,963,987 3,896,884
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 651,101 605,479

短期借入金 152,344 249,760

1年内返済予定の長期借入金 131,713 128,992

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 22,277

受注工事損失引当金 77,565 50,155

係争関連損失引当金 3,936 779

前受金 399,288 364,157

その他 208,034 190,937

流動負債合計 1,714,695 1,733,542

固定負債   

社債 250,000 200,000

長期借入金 553,189 477,082

繰延税金負債 17,832 14,807

退職給付引当金 47,002 58,413

PCB廃棄物処理費用引当金 11,604 11,640

その他 63,296 61,327

固定負債合計 942,925 823,270

負債合計 2,657,621 2,556,812

純資産の部   

株主資本   

資本金 265,608 265,608

資本剰余金 203,942 203,951

利益剰余金 822,473 853,967

自己株式 △5,418 △5,399

株主資本合計 1,286,606 1,318,127

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 17,761

繰延ヘッジ損益 12 783

為替換算調整勘定 △53,611 △48,175

その他の包括利益累計額合計 △31,517 △29,631

新株予約権 1,868 2,258

少数株主持分 49,409 49,316

純資産合計 1,306,366 1,340,071

負債純資産合計 3,963,987 3,896,884
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 1,958,984 1,973,365

売上原価 1,619,200 1,637,287

売上総利益 339,783 336,077

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 － 812

役員報酬及び給料手当 93,237 97,952

研究開発費 32,940 35,944

引合費用 21,500 24,316

その他 94,045 98,473

販売費及び一般管理費合計 241,723 257,499

営業利益 98,059 78,577

営業外収益   

受取利息 2,764 2,093

受取配当金 3,426 3,238

持分法による投資利益 876 2,347

為替差益 － 3,933

その他 3,478 3,255

営業外収益合計 10,545 14,869

営業外費用   

支払利息 15,770 13,252

為替差損 13,538 －

固定資産除却損 3,233 2,895

その他 6,500 3,243

営業外費用合計 39,043 19,392

経常利益 69,561 74,055

特別利益   

投資有価証券売却益 － 7,347

固定資産売却益 28,064 －

特別利益合計 28,064 7,347

特別損失   

投資有価証券評価損 2,697 2,404

事業構造改善費用 9,188 －

特別損失合計 11,885 2,404

税金等調整前四半期純利益 85,739 78,997

法人税等 53,168 28,826

少数株主損益調整前四半期純利益 32,571 50,171

少数株主利益又は少数株主損失（△） △152 271

四半期純利益 32,724 49,900
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 32,571 50,171

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,857 △3,246

繰延ヘッジ損益 △963 183

為替換算調整勘定 △9,396 1,457

持分法適用会社に対する持分相当額 △4,926 3,574

持分変動差額 － 1,725

その他の包括利益合計 △32,143 3,693

四半期包括利益 428 53,865

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,019 53,511

少数株主に係る四半期包括利益 △591 353
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（３）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（４）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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