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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第２四半期 48,305 △10.6 1,413 △17.3 669 △55.4 1,357 128.4

28年３月期第２四半期 54,037 △8.6 1,707 △25.5 1,499 △45.4 594 △61.8
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 △865百万円( ―％) 28年３月期第２四半期 △1,148百万円( ―％)
　

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

29年３月期第２四半期 8.83 ―

28年３月期第２四半期 3.86 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第２四半期 127,140 63,589 45.0

28年３月期 122,464 64,397 47.6
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 57,172百万円 28年３月期 58,249百万円
　
　

　

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

28年３月期 ― 2.50 ― 3.50 6.00

29年３月期 ― 2.50

29年３月期(予想) ― 3.50 6.00

(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．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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 100,000 △6.1 3,300 △23.0 2,400 △27.0 3,000 20.6 19.50
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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)

新規 ― 社（社名） ― 、除外 ― 社（社名） ―
　　

　

（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 ： 有

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

(注)詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）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」をご参照ください。
　　

　

（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) 29年３月期２Ｑ 156,556,683株 28年３月期 156,556,683株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 2,696,335株 28年３月期 2,696,298株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 153,860,376株 28年３月期２Ｑ 153,862,933株
　

　

※ 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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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連結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
業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって
予想数値と異なる場合があります。
なお、本予想に関する事項は添付資料３ページ「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」をご参照ください。
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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（平成28年４月～平成28年９月）における当社グループを取りまく経営環境は、為替が

円高に推移する中、建設機械業界において、需要は底打ちの兆しが見られるものの、低調が継続しました。自動車業

界は、北米は引き続き堅調に推移しているものの、国内は昨年の軽自動車税増税の影響等により、販売台数が減少し

ました。

　このような状況下、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比57億３千１百万円（10.6％）減収の483億５

百万円となりました。営業利益は、前年同期比２億９千４百万円（17.3％）減益の14億１千３百万円となりました。

また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、13億５千７百万円となりました。

　セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

特殊鋼鋼材事業につきましては、売上量は横ばいであるものの、原材料価格低下による価格対応により、売上高は、

前年同期比36億２千７百万円(16.6％)減収の182億９千万円となりました。営業利益は、原材料価格低下及びコスト改

善に注力したものの、価格対応の影響を補えず、前年同期比１億７千１百万円（27.9％）減益の４億４千２百万円と

なりました。

ばね事業につきましては、北米での販売は堅調に推移したものの、海外子会社の為替影響及び国内の軽自動車減、

乗用車・商用車の輸出減少により、売上高は、前年同期比25億４千２百万円（10.7％）減収の213億１千４百万円とな

りました。営業利益は、コスト改善を進めたものの、国内販売減及びカナダ子会社の為替による購入費用増の影響が

大きく、前年同期比１億７千４百万円（35.4％）減益の３億１千８百万円となりました。

素形材事業につきましては、特殊溶解材と精密機械加工品の売上増及び特殊合金粉末の新規拡販により、売上高は、

前年同期比３億５千５百万円(8.1％）増収の47億６千３百万円となりました。営業利益は、売上増及びコスト改善に

より、前年同期比１億５千２百万円（338.8％）増益の１億９千６百万円となりました。

機器装置事業につきましては、電力機器や鍛圧機械の売上減があったものの、塔槽製缶製品等の売上増により、売

上高は、前年同期比４億５千３百万円（10.2％）増収の49億４百万円となりました。営業利益は、売上げが増加した

ものの、品種構成と為替の影響により、前年同期比１億１千７百万円（25.7％）減益の３億３千９百万円となりまし

た。

その他の事業につきましては、流通及びサービス事業等でありますが、売上高は、前年同期比１億１千１百万円

（6.6％）増収の17億８千６百万円となりました。営業利益は、２千６百万円（32.8％）増益の１億６百万円となりま

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の総資産は、現金及び預金や有価証券（譲渡性預金）の増加等により、前連結会計年

度末に比べ46億７千５百万円増加し、1,271億４千万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の負債総額は、将来を見据えた積極的な設備投資を着実に実行するための原資として

長期借入れが増加し、前連結会計年度末に比べ54億８千２百万円増加し、635億５千万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ８億７百万円減少し635億８千９百万円となりま

した。これは主に為替換算調整勘定やその他有価証券評価差額金の減少等によるものです。

以上により、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は45.0％となり、前連結会計年度末から2.6％低下してお

ります。

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動では21億７千２百万円の収入、投資活動では有形及

び無形固定資産の取得による支出24億３千３百万円等に対し、投資有価証券の売却による収入19億６千５百万円等の

収入により、投資活動全体として３億８千７百万円の支出、財務活動では86億６千万円の収入となりました。

この結果、現金及び現金同等物は当第２四半期連結累計期間に97億４千６百万円増加し、当第２四半期連結会計期

間末残高は398億１千２百万円となりました。
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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

平成29年３月期の連結業績予想につきましては、平成28年10月27日公表の「第２四半期業績予想との差異及び通期

業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりであります。なお、業績予想は発表日現在において入手可能な情報に基

づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当する事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微で

あります。

決算短信（宝印刷） 2016年10月27日 09時33分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



三菱製鋼株式会社(5632) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 4 ―

３．四半期連結財務諸表

（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28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,266 14,822

受取手形及び売掛金 21,441 20,052

電子記録債権 2,031 2,838

有価証券 17,500 25,000

商品及び製品 7,438 6,781

仕掛品 4,751 3,999

原材料及び貯蔵品 3,466 3,235

その他 2,481 2,174

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 71,372 78,897

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,853 8,584

機械装置及び運搬具（純額） 7,787 8,039

その他（純額） 8,320 8,454

有形固定資産合計 24,961 25,079

無形固定資産

その他 1,957 1,916

無形固定資産合計 1,957 1,916

投資その他の資産

投資有価証券 20,120 17,260

退職給付に係る資産 1,255 1,421

その他 2,952 2,791

貸倒引当金 △154 △226

投資その他の資産合計 24,173 21,247

固定資産合計 51,092 48,242

資産合計 122,464 127,140

決算短信（宝印刷） 2016年10月27日 09時33分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



三菱製鋼株式会社(5632) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 5 ―

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,926 7,519

電子記録債務 3,845 4,565

短期借入金 11,321 10,909

未払法人税等 313 466

その他 4,766 4,448

流動負債合計 31,174 27,908

固定負債

長期借入金 14,672 24,066

役員退職慰労引当金 95 112

退職給付に係る負債 9,444 8,704

負ののれん 27 9

その他 2,652 2,748

固定負債合計 26,893 35,641

負債合計 58,067 63,550

純資産の部

株主資本

資本金 9,924 9,924

資本剰余金 3,603 3,622

利益剰余金 44,376 45,610

自己株式 △1,110 △1,110

株主資本合計 56,793 58,046

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,877 3,795

為替換算調整勘定 △1,756 △3,423

退職給付に係る調整累計額 △1,665 △1,246

その他の包括利益累計額合計 1,455 △873

非支配株主持分 6,147 6,417

純資産合計 64,397 63,589

負債純資産合計 122,464 127,140
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 54,037 48,305

売上原価 46,700 41,139

売上総利益 7,337 7,166

販売費及び一般管理費 5,629 5,752

営業利益 1,707 1,413

営業外収益

受取利息 28 19

受取配当金 178 171

為替差益 38 -

その他 173 113

営業外収益合計 419 304

営業外費用

支払利息 124 141

持分法による投資損失 402 423

為替差損 - 424

その他 100 59

営業外費用合計 627 1,048

経常利益 1,499 669

特別利益

固定資産処分益 - 5

投資有価証券売却益 - 1,745

特別利益合計 - 1,750

特別損失

投資有価証券評価損 9 168

特別損失合計 9 168

税金等調整前四半期純利益 1,489 2,251

法人税、住民税及び事業税 467 412

法人税等調整額 370 385

法人税等合計 838 797

四半期純利益 651 1,454

非支配株主に帰属する四半期純利益 57 96

親会社株主に帰属する四半期純利益 594 1,357

決算短信（宝印刷） 2016年10月27日 09時33分 8ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



三菱製鋼株式会社(5632) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 7 ―

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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 651 1,454

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,399 △1,081

繰延ヘッジ損益 △5 -

為替換算調整勘定 △474 △1,313

退職給付に係る調整額 330 490

持分法適用会社に対する持分相当額 △250 △415

その他の包括利益合計 △1,799 △2,320

四半期包括利益 △1,148 △865

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,199 △971

非支配株主に係る四半期包括利益 51 105
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 1,489 2,251

減価償却費 1,515 1,565

のれん償却額 182 -

負ののれん償却額 △18 △18

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △46 29

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △391 △194

受取利息及び受取配当金 △207 △190

支払利息 124 141

為替差損益（△は益） 0 332

持分法による投資損益（△は益） 402 423

固定資産処分損益（△は益） △11 △5

投資有価証券売却損益（△は益） - △1,745

投資有価証券評価損益（△は益） 9 168

ゴルフ会員権評価損 0 1

売上債権の増減額（△は増加） 2,815 191

たな卸資産の増減額（△は増加） △343 1,323

仕入債務の増減額（△は減少） △2,159 △2,410

その他 △814 18

小計 2,548 1,952

利息及び配当金の受取額 207 191

利息の支払額 △121 △173

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △916 201

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,717 2,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 - △12

定期預金の払戻による収入 - 24

投資有価証券の取得による支出 △6 △5

投資有価証券の売却による収入 - 1,965

関係会社株式の取得による支出 △506 -

有形固定資産の取得による支出 △758 △2,214

有形固定資産の売却による収入 44 73

無形固定資産の取得による支出 △273 △218

長期前払費用の取得による支出 △5 △3

貸付けによる支出 △7 △7

貸付金の回収による収入 10 8

その他 △3 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,507 △387
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 60 78

長期借入れによる収入 - 10,524

長期借入金の返済による支出 △1,715 △1,316

自己株式の取得による支出 △0 △0

非支配株主への配当金の支払額 △17 △17

リース債務の返済による支出 △64 △70

配当金の支払額 △533 △536

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,271 8,660

現金及び現金同等物に係る換算差額 △194 △699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,256 9,746

現金及び現金同等物の期首残高 22,953 29,766

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額（△は減少）

- 300

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,697 39,812

決算短信（宝印刷） 2016年10月27日 09時33分 11ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



三菱製鋼株式会社(5632) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 10 ―

（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）

該当する事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当する事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．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

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

（単位：百万円）

　 　 　
報告セグメント その他

合計
調整額 四半期連結損益

計算書計上額
(注 3)　 　 　 特殊鋼

鋼材
ばね 素形材 機器装置 (注 1) (注 2)

売上高
　 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 20,731 23,852 4,269 4,261 922 54,037 ― 54,037

　セグメント間の

　内部売上高又は振替高
1,186 4 139 189 752 2,273 △2,273 ―

計 21,917 23,857 4,408 4,451 1,674 56,310 △2,273 54,037

セグメント利益 614 492 44 456 80 1,688 19 1,707

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含ん

でおります。

２．売上高の調整額は、内部取引の調整額等であります。セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等

であります。

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おります。

当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

（単位：百万円）

　 　 　
報告セグメント その他

合計
調整額 四半期連結損益

計算書計上額
(注 3)　 　 　 特殊鋼

鋼材
ばね 素形材 機器装置 (注 1) (注 2)

売上高
　 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 16,607 21,312 4,665 4,620 1,099 48,305 ― 48,305

　セグメント間の

　内部売上高又は振替高
1,682 2 97 284 687 2,754 △2,754 ―

計 18,290 21,314 4,763 4,904 1,786 51,059 △2,754 48,305

セグメント利益 442 318 196 339 106 1,404 9 1,413

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含ん

でおります。

２．売上高の調整額は、内部取引の調整額であります。セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等で

あります。

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おります。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、報告セグメントごとの業績をより適正に評価管理するため、当社の共通費の配賦

基準を見直し、事業セグメントの利益又は損失の算定方法の変更を行っております。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の算定方法により作成したものを記載し

ております。
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４．補足情報（連結）

（金額単位＝百万円）

１．業績

四半期累計期間 通期

前期 当期 前第２四半期比増減 前期実績 ※当期予想

27年４月～27年９月 28年４月～28年９月 増減率(%) 28年３月期 29年３月期 増減率(%)

売上高 54,037 48,305 △5,731 △10.6 106,539 100,000 △6.1

営業利益 1,707 1,413 △294 △17.3 4,286 3,300 △23.0

経常利益 1,499 669 △830 △55.4 3,286 2,400 △27.0

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
594 1,357 763 128.4 2,486 3,000 20.6

※ 平成28年10月27日公表

１株当たり

四半期（当期）純利益
3.86 8.83 16.16 19.50

２．四半期毎の業績推移

前期

（28年３月期）

当期

（29年３月期）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期

（４～６月） （７～９月） （10～12月） （１～３月） （４～６月） （７～９月）

売上高 27,899 26,137 26,251 26,250 23,888 24,417

営業利益 950 757 1,453 1,125 762 651

経常利益 1,153 345 1,540 246 425 244

親会社株主に帰属する

四半期純利益
602 △7 2,166 △274 232 1,125

３．セグメント別売上高推移

前期

（28年３月期）

当期

（29年３月期）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期

（４～６月） （７～９月） （10～12月） （１～３月） （４～６月） （７～９月）

特殊鋼鋼材 11,368 10,549 8,859 9,791 8,926 9,364

ばね 12,376 11,481 12,735 11,568 11,010 10,304

素形材 2,316 2,092 2,316 2,396 2,291 2,471

機器装置 2,202 2,249 2,568 2,744 2,055 2,849

その他 840 834 836 863 844 941

調整額 △ 1,203 △ 1,069 △ 1,066 △1,114 △ 1,240 △ 1,514

　合計 27,899 26,137 26,251 26,250 23,888 24,417

４．要約連結貸借対照表

科目
前期 当第２四半期

科目
前期 当第２四半期

28年３月末 28年９月末 増減 28年３月末 28年９月末 増減

流動資産 71,372 78,897 7,524 負債 58,067 63,550 5,482

　現預金等 29,766 39,822 10,056 　営業負債 14,772 12,084 △2,687

　営業債権 23,473 22,890 △583 　有利子負債 25,994 34,976 8,981

　たな卸資産 15,656 14,016 △1,640 　その他 17,300 16,489 △810

　その他 2,475 2,168 △307

固定資産 51,092 48,242 △2,849 純資産 64,397 63,589 △807

　有形固定資産 24,961 25,079 117 　株主資本 56,793 58,046 1,252

　無形固定資産 1,957 1,916 △40
　その他の

包括利益累計額
1,455 △873 △2,329

　投資その他資産 24,173 21,247 △2,926 　非支配株主持分 6,147 6,417 269

資産合計 122,464 127,140 4,675 負債純資産合計 122,464 127,140 4,675
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