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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 1,505,573 13.6 75,469 59.8 59,809 96.7 32,811 71.3
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

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 80,720百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 1,908百万円 （△92.0％）

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

26年3月期第2四半期 9.78 9.76
25年3月期第2四半期 5.71 5.70

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 4,146,070 1,514,365 34.7
25年3月期 3,935,119 1,430,225 35.0
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  1,439,140百万円 25年3月期  1,378,649百万円

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

25年3月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
26年3月期 ― 4.00
26年3月期（予想） ― 4.00 8.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  ：  無   

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 3,150,000 11.8 190,000 16.2 160,000 7.4 100,000 2.7 29.80



(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）ＰＷ Ｐｏｗｅｒ Ｓｙｓｔｅｍｓ，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（注記事項）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 

(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   ：  無
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） 26年3月期2Q 3,373,647,813 株 25年3月期 3,373,647,813 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 18,303,271 株 25年3月期 18,454,838 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 3,355,281,120 株 25年3月期2Q 3,355,122,073 株
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１．サマリー情報（注記事項）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 

  該当事項はありません。 

 

   （追加情報） 

    （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 Power Systems Americas,Inc.の他 13 社は、決算日を

12 月末日から３月末日に変更し連結決算日と同一としています。なお、当第２四半期連結累計期

間における Mitsubishi Power Systems Americas,Inc.の他 13 社の会計期間は９ヶ月となっていま

す。 

この決算日変更に伴い、当第２四半期連結累計期間の売上高が 30,019 百万円、営業利益が 1,137

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1,174百万円増加しています。 
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 328,365 284,470

受取手形及び売掛金 931,469 924,739

有価証券 2 2

商品及び製品 139,157 163,279

仕掛品 746,640 808,341

原材料及び貯蔵品 124,038 136,293

繰延税金資産 138,934 144,449

その他 222,550 264,251

貸倒引当金 △6,333 △7,675

流動資産合計 2,624,824 2,718,152

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 339,262 350,230

機械装置及び運搬具（純額） 225,547 240,743

工具、器具及び備品（純額） 41,877 43,924

土地 138,382 154,257

リース資産（純額） 4,599 4,713

建設仮勘定 43,263 50,435

有形固定資産合計 792,932 844,305

無形固定資産 29,216 60,636

投資その他の資産   

投資有価証券 297,625 326,658

長期貸付金 6,863 8,529

繰延税金資産 10,087 11,137

その他 182,459 185,540

貸倒引当金 △8,891 △8,889

投資その他の資産合計 488,144 522,976

固定資産合計 1,310,294 1,427,918

資産合計 3,935,119 4,146,070
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 663,451 688,906

短期借入金 154,014 153,937

1年内返済予定の長期借入金 150,171 216,598

コマーシャル・ペーパー － 50,000

1年内償還予定の社債 50,000 20,000

製品保証引当金 22,135 21,207

受注工事損失引当金 35,405 31,748

係争関連損失引当金 61 140

前受金 427,390 452,046

その他 191,193 206,046

流動負債合計 1,693,822 1,840,633

固定負債   

社債 200,000 225,000

長期借入金 477,053 396,338

繰延税金負債 9,922 23,125

退職給付引当金 51,904 72,324

PCB廃棄物処理費用引当金 10,865 10,822

その他 61,324 63,459

固定負債合計 811,070 791,071

負債合計 2,504,893 2,631,705

純資産の部   

株主資本   

資本金 265,608 265,608

資本剰余金 203,956 203,976

利益剰余金 901,397 917,186

自己株式 △5,394 △5,366

株主資本合計 1,365,568 1,381,404

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 30,979 49,062

繰延ヘッジ損益 142 △247

為替換算調整勘定 △18,040 8,919

その他の包括利益累計額合計 13,081 57,735

新株予約権 2,243 2,565

少数株主持分 49,332 72,660

純資産合計 1,430,225 1,514,365

負債純資産合計 3,935,119 4,146,070
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

売上高 1,325,404 1,505,573

売上原価 1,106,475 1,227,128

売上総利益 218,928 278,444

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 65,712 78,785

研究開発費 22,707 27,278

引合費用 16,065 16,645

その他 66,321 80,266

販売費及び一般管理費合計 171,690 202,975

営業利益 47,238 75,469

営業外収益   

受取利息 1,532 1,774

受取配当金 2,282 1,785

持分法による投資利益 542 144

その他 1,906 4,214

営業外収益合計 6,265 7,918

営業外費用   

支払利息 9,064 7,709

為替差損 10,606 8,024

固定資産除却損 1,968 2,122

その他 1,458 5,723

営業外費用合計 23,098 23,578

経常利益 30,405 59,809

特別利益   

負ののれん発生益 － 4,781

持分変動利益 － 1,688

投資有価証券売却益 6,860 －

特別利益合計 6,860 6,470

特別損失   

減損損失 － 4,677

事業構造改善費用 － 2,481

投資有価証券評価損 9,549 －

特別損失合計 9,549 7,159

税金等調整前四半期純利益 27,716 59,120

法人税等 8,455 25,665

少数株主損益調整前四半期純利益 19,261 33,455

少数株主利益 110 644

四半期純利益 19,151 32,811
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 19,261 33,455

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,049 17,196

繰延ヘッジ損益 213 △165

為替換算調整勘定 △561 27,136

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,956 3,092

持分変動差額 － 4

その他の包括利益合計 △17,352 47,264

四半期包括利益 1,908 80,720

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,782 77,469

少数株主に係る四半期包括利益 126 3,250
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

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 27,716 59,120

減価償却費 55,280 60,261

減損損失 － 4,677

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,582 9,405

受取利息及び受取配当金 △3,815 △3,560

支払利息 9,064 7,709

持分法による投資損益（△は益） △542 △144

投資有価証券売却損益（△は益） △6,860 －

投資有価証券評価損益（△は益） 9,549 －

固定資産除却損 1,968 2,122

事業構造改善費用 － 2,481

負ののれん発生益 － △4,781

持分変動損益（△は益） － △1,688

売上債権の増減額（△は増加） 168,823 72,298

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） 1,781 △85,428

その他の資産の増減額（△は増加） △8,151 △16,422

仕入債務の増減額（△は減少） △40,581 △27,375

前受金の増減額（△は減少） △14,376 17,398

その他の負債の増減額（△は減少） △34,732 △30,803

その他 4,443 13,799

小計 175,148 79,068

利息及び配当金の受取額 4,286 4,064

利息の支払額 △8,793 △7,982

法人税等の支払額 △39,196 △1,201

営業活動によるキャッシュ・フロー 131,445 73,948

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） 748 2,159

有形及び無形固定資産の取得による支出 △54,519 △67,381

有形及び無形固定資産の売却による収入 2,868 3,713

投資有価証券の取得による支出 △2,300 △658

投資有価証券の売却及び償還による収入 39,115 4,936

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 △1,395 △1,852

貸付金の回収による収入 650 507

その他 △6,234 509

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,066 △106,341
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（単位：百万円）

前第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) 

当第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) 

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）

147,881 41,406

長期借入れによる収入 1,919 25,320

長期借入金の返済による支出 △60,422 △46,466

社債の発行による収入 － 45,000

社債の償還による支出 △39,900 △50,000

少数株主からの払込みによる収入 12 664

配当金の支払額 △10,029 △16,711

少数株主への配当金の支払額 △539 △1,066

その他 △1,174 △2,629

財務活動によるキャッシュ・フロー 37,747 △4,482

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,626 △9,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143,500 △46,843

現金及び現金同等物の期首残高 254,605 319,426

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 3,933

現金及び現金同等物の四半期末残高 398,106 276,516
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（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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