
 
 

 

 

平成24年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月24日 

 

株式会社マルハン 

 
（百万円未満切捨て） 

１．平成24年3月期中間期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 
（1）連結経営成績 （累計）                                （％表示は対前年同中間期増減率） 

 売上高     営業利益 経常利益 中間純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
24年3月期中間期 1,043,172 △0.3 28,308 14.1 28,086 14.6 16,714 23.5 
23年3月期中間期 1,046,710 △1.9 24,804 △9.6 24,517 △10.2 13,534 △17.9 

（注） 包括利益    24年3月期中間期  15,935百万円（21.0％）   23年3月期中間期  13,173百万円（－％） 

 

 
１株当たり 

中間純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

  円 銭  円 銭 
24年3月期中間期 1,091.35          － 
23年3月期中間期 883.59          － 

 

（2）連結財政状態 

 総資産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産  

 百万円 

 

百万円 

 

％ 

         

         

円 銭  
24年3月期中間期 304,572 153,194 50.3 10,002.60  
23年3月期 294,323 138,024 46.9 9,012.09  

（参考） 自己資本   24年3月期中間期    153,193百万円    23年3月期    138,023百万円 

 

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 
23年3月期 － － － 50.0 50.0 

24年3月期 － －    

24年3月期(予想)   － － － 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無   ：  無 

平成24年3月期の期末配当予想額については、現時点では未定です。 

 

３．平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 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  2,224,000 9.1 45,300 △7.9 45,400 △7.0 24,500 11.0 1,599.42 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正有無   ：  無 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

４．その他 
（1）当中間期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）   ：  無 

 

（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 

 

（3）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） 24年3月期中間期 15,464,400株 23年3月期 15,464,400株 

② 期末自己株式数 24年3月期中間期 149,016株 23年3月期 149,016株 

③ 期中平均株式数（中間期累計） 24年3月期中間期 15,315,384株 23年3月期中間期 15,318,080株 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載され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見

通しであり、潜在的なリスクや不安定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性がありま

す。

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 
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１．中間連結財務諸表 

（1）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成23年3月31日) 
当中間連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 66,429 73,623 

売掛金 550 612 

商品 1,653 1,848 

原材料及び貯蔵品 307 127 

その他      21,448 24,349 

流動資産合計 90,389 100,562 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額）      91,856 90,891 

工具器具備品（純額） 20,005 19,700 

土地     46,740 48,933 

建設仮勘定 1,085 1,811 

その他（純額） 100 113 

有形固定資産合計   159,788 161,450 

 無形固定資産 6,721 6,506 

 投資その他の資産   

その他 38,317 36,947 

貸倒引当金 △893 △893 

投資その他の資産合計 37,423 36,053 

固定資産合計 203,933 204,010 

資産合計 294,323 304,572 
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（単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成23年3月31日) 
当中間連結会計期間 
(平成23年9月30日) 

負債の部   

流動負債   

  支払手形及び買掛金 16,183 15,142 

  短期借入金 680 680 

  1年以内返済予定長期借入金     29,845 27,573 

  1年以内償還予定社債         520 540 

  未払法人税等 11,388 13,008 

  賞与引当金 2,670 2,848 

  役員賞与引当金 217 81 

  災害損失引当金 129 － 

  設備支払手形 3,771 3,541 

  資産除去債務 79 66 

  その他 31,179 31,748 

  流動負債合計 96,663 95,230 

固定負債   

  社債 980 700 

  長期借入金    45,342 41,830 

  退職給付引当金 1,951 2,096 

  役員退職慰労引当金 700 706 

  資産除去債務 5,801 5,965 

その他 4,858 4,848 

  固定負債合計 59,635 56,147 

負債合計 156,299 151,378 

純資産の部   

株主資本   

  資本金 10,000 10,000 

  資本剰余金 15 15 

  利益剰余金 129,456 145,405 

  自己株式 △413 △413 

  株主資本合計 139,058 155,007 

その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 △317 △1,035 

繰延ヘッジ損益 △97 △94 

為替換算調整勘定 △620 △683 

  その他の包括利益累計額合計 △1,034 △1,813 

少数株主持分 0 0 

純資産合計 138,024 153,194 

負債純資産合計 294,323 304,572 
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（2）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

（中間連結損益計算書） 

 中間連結会計期間 

（単位：百万円） 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成22年4月１日 
至 平成22年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年4月１日 
至 平成23年9月30日) 

売上高 1,046,710 1,043,172 

売上原価 1,013,594 1,005,972 

売上総利益 33,116 37,200 

販売費及び一般管理費 8,311 8,891 

営業利益 24,804 28,308 

営業外収益   

受取利息及び配当金 134 127 

賃貸収入 295 307 

持分法による投資利益 82 118 

その他 486 446 

営業外収益合計 999 999 

営業外費用   

支払利息 793 723 

為替差損 341 346 

その他 151 151 

営業外費用合計 1,286 1,221 

経常利益 24,517 28,086 

特別利益   

固定資産売却益 2 1 

災害損失引当金戻入益 － 32 

特別利益合計 2 34 

特別損失   

固定資産売却損 25 1 

固定資産廃棄損 153 107 

リース契約解約損 0 1 

賃貸借契約解約損 － 36 

減損損失 389 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,319 － 

特別損失合計 1,888 146 

税金等調整前中間純利益 22,631 27,974 

法人税、住民税及び事業税 9,898 12,708 

法人税等調整額 △781 △1,455 

法人税等合計 9,117 11,253 

少数株主損益調整前中間純利益 13,514 16,720 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △20 6 

中間純利益 13,534 16,714 
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（中間連結包括利益計算書） 

中間連結会計期間 

（単位：百万円） 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成22年4月１日 
至 平成22年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年4月１日 
至 平成23年9月30日) 

少数株主損益調整前中間純利益 13,514 16,720 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △199 △702 

繰延ヘッジ損益 26 3 

為替換算調整勘定 △144 △69 

持分法適用会社に対する持分相当額 △22 △15 

その他の包括利益合計 △340 △784 

中間包括利益 13,173 15,935 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 13,194 15,935 

 少数株主に係る包括利益 △20 － 



㈱マルハン 平成24年3月期 中間期決算短信 

 
 

 

- 5 - 

 

（3）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成22年4月１日 
至 平成22年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年4月１日 
至 平成23年9月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 22,631 27,974 

減価償却費 8,623 8,222 

減損損失 389 － 

受取利息及び受取配当金 △134 △127 

支払利息 793 723 

持分法による投資損益（△は益） △82 △118 

為替差損益（△は益） 341 346 

固定資産売却益 △2 △1 

固定資産売却・廃棄損 96 40 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,319 － 

棚卸資産の増減額（△は増加） △93 △14 

その他流動資産の増減額（△は増加） 51 △1,866 

仕入債務の増減額（△は減少） 140 △1,040 

未払金の増減額（△は減少） △1,668 1,459 

その他債務の増減額（△は減少） △2,182 △539 

その他 415 584 

小計 30,638 35,643 

利息及び配当金の受取額 81 122 

利息の支払額 △812 △818 

法人税等の支払額 △12,054 △10,883 

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,853 24,064 

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 △21 － 

定期預金の払戻による収入 7,100 － 

貸付金及び建設協力金による支出 △99 △169 

貸付金及び建設協力金の回収による収入 439 311 

有形固定資産の取得による支出 △9,555 △9,650 

有形固定資産の売却による収入 17 1 

差入保証金の支出 △322 △475 

差入保証金の回収による収入 241 364 

その他 △542 △229 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,742 △9,847 
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（単位：百万円） 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年4月１日 
至 平成23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） 4,048 － 

長期借入れによる収入 500 10,290 

長期借入金の返済による支出 △15,267 △16,075 

社債の償還による支出 △352 △260 

配当金の支払額 △766 △765 

その他 △36 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,874 △6,810 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △244 △211 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,991 7,193 

現金及び現金同等物の期首残高 44,780 66,429 

現金及び現金同等物の中間期末残高 47,772 73,623 
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