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１．１７年１２月中間期の連結業績（平成１７年７月１日～平成１７年１２月３１日） 
(1) 連結経営成績                    (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示してあります。 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

１７年１２月中間期 

１６年１２月中間期 

百万円    ％ 

     7,295 (   7.2) 

     6,804 (   5.2) 

         百万円     ％ 

    820 (   0.9) 

    813 (△ 2.9) 

百万円     ％ 

     915 (  21.1) 

     756 (  14.6) 
１ ７ 年 ６ 月 期     13,947 ( － )   1,772 (  － )    1,726 (  － ) 
 

 中間（当期）純利益 
1株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間（当期）純利益 

１７年１２月中間期 

１６年１２月中間期 

百万円       ％ 

    472 (  31.5) 

    359 (△ 7.5) 

円 銭 

 62 42 

 57 74  

円 銭 

61 42 

56 56 

１ ７ 年 ６ 月 期     901 (  － )            116 72          114 58 

(注) 1．持分法投資損益 17年12月中間期 －百万円、16年 12月中間期 △2百万円、17年 6月期 △6百万円 

   2．期中平均株式数（連結） 17年12月中間期 7,572,767株  16年12月中間期 6,224,975株  17年 6月期 7,493,540株 

3．会計処理の方法の変更   無 

   4．売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 連結財政状態                    (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示してあります。 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1株当たり株主資本 

 
１７年１２月中間期 

１６年１２月中間期 

百万円 

15,064 

13,277 

百万円

11,157 

 9,937 

％ 

74.1 

74.8 

円 銭 

1,469 60 

1,596 06 

１ ７ 年 ６ 月 期 14,630 10,582 72.3 1,396 69 
(注) 期末発行済株式数（連結） 17年12月中間期  7,591,976株  16年12月中間期 6,226,483株   17年6月期 7,557,728株  
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況                        (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示してあります。  

 営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物          

期 末 残 高

 
１７年１２月中間期 

１６年１２月中間期 

百万円 
75 

△ 312 

百万円

      2 

△ 1,272 

百万円 
△ 184 

△ 259 

百万円

2,476 

2,303 

１ ７ 年 ６ 月 期   573 △ 2,063 △ 215 2,503 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数 １２社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 －社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

 
 
  連結(新規)  １ 社  (除外)  － 社    持分法(新規) － 社  (除外)  １社 

２．１８年６月期の連結業績予想（平成１７年７月１日～平成１８年６月３０日） 

 売  上  高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 
通   期 

百万円 
 15,000 

百万円
   1,850 

百万円
 1,060 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）  １３９円 ６２銭 
 
※ 平成16年６月期に決算期変更をおこなっため、平成17年６月期の対前期比較はおこなっておりません。 
上記の予想は本資料の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

想値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の5ページをご参照下さい。 
 
 



   (添付資料) 

 

企業集団の状況 
当企業集団は当社と連結子会社１２社で構成され、レーザ機器および抵抗溶接機器製品など産業用電気機

器の製造、販売および保守をおこなっております。 

 当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 
レーザ機器製品は、当社が研究開発を、当社および米亜基光電設備（上海）有限公司が製造をおこなって

おります。関連システムの設計製造は当社、ミヤチユニテックコーポレーションおよびユニテックイープロ

グループがおこなっております。 

抵抗溶接機器製品は、制御機器、計測器、電源機器および周辺機器などであり、主に当社、ミヤチユニテ

ックコーポレーションおよびミヤチヨーロッパGmbHが開発および製造を、米亜基光電設備（上海）有限公司

が製造をおこなっております。関連するシステムの設計製造を当社、ユニテックイープログループおよびミ

ヤチユニテックコーポレーションがおこなっております。 

また、当社製品は各子会社を通じ、それぞれの地域に販売しております。ミヤチユニテックコーポレーシ

ョン製品の一部は当社およびユニテックイープログループでも販売しております。 

当社と各関係会社の事業内容についての関係概要図は次のとおりであります。 

 
販売

販売  （韓国）
販売

ﾐﾔﾁｺｰﾘｱｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
出資

販売

（中国）
購入 販売

出資

 販売

販売  （中国）
販売

出資

販売  （台湾）
販売

出資

販売  （タイ）
販売

出資

　　　　　　　　出資
販売 （独国）

ﾐﾔﾁﾖｰﾛｯﾊﾟ 販売

ＧｍｂＨ
販売

 （米国） 　販売

購入 販売

ﾐﾔﾁﾕﾆﾃｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

出資 　  　　販売　　　　　　　出資 （蘭国） 
持株会社 出資

ユﾆﾃｯｸﾐﾔﾁﾖｰﾛｯﾊﾟB.V.
ﾕﾆﾃｯｸｲｰﾌﾟﾛB.V. (蘭国)
ﾕﾆﾃｯｸｲｰﾌﾟﾛGmbH (独国) 販売

販売 ﾕﾆﾃｯｸｲｰﾌﾟﾛkft. (洪国)

（
 

 

 日

 
本 

 
）

　
ミ

ヤ

チ

テ

ク

ノ

ス

式

得

意

先

米亜基光電設備
(上海)有限公司

米亜基貿易(上海)
有限公司

ユニテックイープログループ

台湾米亜基股份
有限公司

ミヤチタイランド

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
株 

 

 

 会

 
社 

 

出資

販売

（注）１．平成17年12月に、持分法適用会社である武漢華日精密激光有限責任公司の持分を全て譲渡いたし

ましたので、概要図からはずしております。 

 ２．子会社であるエフ・エム・イー株式会社は連結決算に含めておりますが、販売活動を休止しており

ますので、概要図からはずしております。 
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経営方針 

１．会社の経営の基本方針 

当企業集団は、前年度から「未知なるＺＯＮＥへ挑戦と創造、そして夢の追求」を新たな経営理

念と定め事業を推進しております。またそのための経営方針として 

①革新的な技術、製品開発に挑戦し、創造し続けます。 

②お客様に製品、サービスをグローバルに提供する体制を追求し、創造し続けます。 

③お客様、株主の皆様、従業員そして社会の幸せを追求し続けます。 

の三つを掲げ、変化する市場環境に対応しつつすべての利害関係者との関係を重視した経営を実践

するようにしております。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

利益の配分につきましては、安定的な配当の継続を基本と致しますが、連結業績及び配当性向等

を総合的に勘案し、株主の皆様のご期待に応えて行きたいと考えております。 
     また、内部留保金は中長期の経営視点に立ち、財務体質強化を図るだけでなく、将来の成長、発

展のために必要な研究開発並びに海外子会社を含めた設備投資等に充当し、企業価値の向上を図る

所存です。 
     なお、株主への利益還元をタイムリーにおこなうとともに潜在的株主を含めた投資家のご期待に

応えるため、当期より中間配当を実施することといたしました。 
 

３．中長期的な会社の経営戦略 

当企業集団は、企業価値の継続的な成長を目指し収益力の向上、財務体質の強化を図るため、平

成１５年７月に第１次中期経営計画を策定し、現在その計画を遂行中であります。今期は第１次中

期経営計画の最終年度でありますが、好業績に支えられ計画が１年前倒しで進められた結果、当期

の経常利益は計画より１億50百万円多い18億50百万円を、連結売上高は 150億円以上を目標と
しております。 
中期経営計画最終年度である当期は発展期であり、前期までに再編、充実したグループ企業の力

を発揮し、全世界での業績拡大を図る計画です。また、業績の飛躍的拡大を見据え、積極的なM&A
も視野に入れております。 
尚、第２次中期経営計画は現在作成中であり、近々公表の予定であります。 
 

４．会社の対処するべき課題 

当社グループの当面の対処すべき主な課題は、 
      (1)グループの将来を支える新しい事業の柱の確保と育成 
      (2)多様化・多角化する開発競争に打ち勝つための体制の構築 
      (3)経営基盤の一層の強化 
      と考えております。 
 

５．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

当社は経営の健全性、経営状況の透明性を維持しつつ効率的な経営を進める事で企業価値の最大化

を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

(1)会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナ

ンス体制の状況 

①会社の機関の内容 

1.当社の取締役会は、迅速な意志決定と施策を実行するべく社内取締役３名、社外取締役２名

の計５名と員数を少数にとどめております。取締役会は、毎月１回の定例会のほか、必要に

応じて臨時に開催され、全取締役が十分議論を尽くして意志決定をおこなっております。ま

た事業年度毎の経営責任の明確化を図るために取締役の任期を１年としております。 

 



2.当社は監査役制度を採用し、監査役３名の内２名を社外監査役としており、監査の独立性を

確保しております。 

②内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

1.監査役は毎月１回監査役会を開催するとともに、取締役会、国際会議（グループ各社の責任

者が集まり、今後の方向性について話し合う約３ヶ月に一度の会議）、予算管理委員会（毎

月開催するグループ各社の月次業績分析と爾後の見通しを検討する会議）等の重要会議に出

席し、取締役の業務執行の監視ならびに意見表明・助言をおこなっております。また、重要

な子会社に赴き業務および財産の状況の調査、会計監査人と定期的な会合をおこなうなどに

より、厳正な監査を実施しております。 

2.当企業集団の健全な発展に向けて、企業集団内における法令違反やルール違反の未然防止、

早期発見のため、企業倫理遵守制度を導入しております。 

3. 顧問弁護士には経営の意志決定・管理において法律上の判断を必要とする場合に適時アドバ

イスを受けております。 

③会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関

係の概要 

社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害

関係はありません。 

④内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

1.内部監査室は内部統制の有効性と業務の効率性について監査を実施しており、その結果を取

締役および監査役に報告しております。 

2.会計監査人は中央青山監査法人を選任、監査契約を結び、正しい経営情報を提供し、公正不

偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。当中間期における当社の監査業務

を執行した公認会計士の氏名は次のとおりであります。 
  指定社員 業務執行社員 衣笠順博 

  指定社員 業務執行社員 小川幸伸 

なお、両者の当社に係る継続監査年数はいずれも７年以下であります。また、監査業務にか

かる補助者は、公認会計士２名、会計士補その他９名であります。 

(2) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況 

本部長以上の役職者が毎月１回集まり開催していた「本部長会」を廃止し、代わりに取締役

と執行役員（必要に応じて本部長クラスも出席）で構成される毎週の「経営執行会議」を新設

し、問題点、課題、その対策を協議し、速やかな対策の実行を推進しております。 
 

当社の経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと、次のとおりであります。 

選任・解任 選任・解任
選任・解任

連携 監査

報告

選任・解任

連携

内部監査

取締役会
(取締役)

監査役会
(監査役) 

監査

株　主　総　会

監査
子会社各事業部門

経営執行会議

代表取締役

会計監査人
（監査法人）

内部監査室
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経営成績および財政状態 

１．経営成績 

(1) 当中間連結会計期間の業績の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油高をはじめとした原材料の高騰で先行きの不

透明感は残るものの、企業収益の改善や個人消費の持ち直しにより、緩やかな回復基調でありま

した。 

このような状況下、当社は大幅な組織の見直しをおこない、お客様の要望をより的確に、より

素早く新製品に反映するための新たな部門（商品開発センター）や、これまでにも増してお客様

に満足がいただけるサービスを提供するための部門（サービス本部）を設置するなど、お客様の

目線に立った業務を一層推進する体制を構築いたしました。また、本社機能を東京都内に移し、

経営のスピードアップを図るようにもいたしました（登記上の本店は従来と変わりありません）。

海外では、タイのバンコク市に販売子会社ミヤチタイランドを設立し、タイ市場のみならず東南

アジア全域へのハブ拠点として、販売強化およびサービスの向上を目指すようにいたしました。 

品目別売上高では、主力の製品である「レーザ機器」が自動車電装品業界や電子部品業界を中

心に幅広い業種へ堅調に売上を伸ばした結果、前中間連結会計期間比13.6％増の28億68百万円

（前中間連結会計期間25億24百万円）となりました。もう一つの主力製品である「抵抗溶接機

器」は、ドイツにおける自動車業界の投資抑制が響き、売上高は前中間連結会計期間比2.7%減の

30億47百万円（同31億33百万円）となりました。一方、「システム」は日本での電子部品業界

向け大口販売があった影響で、前中間連結会計期間比24.9％増の10億32百万円（同８億26百

万円）となりました。 

海外売上高では、「アメリカ」向けは、米国子会社が米国内向けレーザ機器及びシステムの売上

を増やしたことが主因で、前中間連結会計期間比22.4％増の19億51百万円（同15億94百万円）

になりました。「欧州」向けは、主にドイツ国内の販売不振の影響で、前中間連結会計期間比

22.9％減の14億14百万円（同18億34百万円）になりました。「アジア」向けは、ほとんどのア

ジア子会社が自国への売上を伸ばしたことにより、前中間連結会計期間比24.1%増の11 億 96 百

万円（同９億64百万円）になりました。その結果、当中間連結会計期間の海外売上高は、前中間

連結会計期間比3.9％増の45億62百万円（同43億92百万円）となり、連結売上高に占める割

合は62.5%になりました。 

以上の結果を踏まえ、当中間連結会計期間の売上高は、前中間連結会計期間比7.2％増加し72

億95百万円（同68億４百万円）になりました。 

売上原価率は、中国生産子会社に当社の抵抗溶接機器の生産を移管したことや、米国子会社で

当社製レーザ機器の販売が伸長したこと等により、グループ全体で前中間連結会計期間に比べ

4.1%低下しました。販売費及び一般管理費は、開発投資、人員増強等の先行投資的な費用を増加

させております。また、急激な円安により当社の外貨建て債権等で為替差益が出ております。以

上の結果、当中間連結会計期間の経常利益は、前中間連結会計期間比 21.1％増の９億 15 百万円

（同７億56百万円）になり、また、当中間純利益は前中間連結会計期間比31.5％増の４億72百

万円（同３億59百万円）になりました。 

なお、株主の皆様への中間配当を本中間連結会計期間より実施することとし、今回は１株当た

り10円に決定いたしました。 

(2) セグメント別の状況 

事業の種類別セグメントの業績につきましては、当社グループの事業が産業用電気機器の製造、

販売、保守をおこなう単一のセグメントのために、開示しておりません。 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 
ア 日本 

売上高は36億37百万円（前中間連結会計期間比16.1%増）、営業利益は４億98百万円（同1.8%

減）となりました。 

イ 米国 

売上高は24億15百万円（同30.0%増）、営業利益は１億16百万円（前中間連結会計期間は0.8

百万円）となりました。 

ウ 欧州 
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売上高は15億 49 百万円（前中間連結会計期間比20.5%減）、営業利益は52百万円（同76.6%

減）となりました。 

エ アジア 

売上高は10億35百万円（同45.5%増）、営業利益は１億９百万円（同11.1%増）となりました。 

（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
２．財政状態 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中

間連結会計期間末に比べて１億73百万円増加し、24億76百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって得られた資金は75百万円となりました（前中間連結会計期間は３億12百万円

の支出）。これは、受注高および売上高の増加による棚卸資産および売上債権の増加や法人税等の

支払額の増加という大きな資金の減少要因はあったものの、それを上回る税金等調整前中間純利益

の増大や仕入債務の増加等があったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって得られた資金は２百万円となりました（同 12 億 72 百万円の支出）。これは、

主に有価証券の満期償還によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によって支出した資金は１億84百万円となりました（同 ２億59百万円の支出）。これ

は、主に借入金の返済と配当金の支払いによるものであります。 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

  区分 
平成14年
９月期 

平成15年
９月期 

平成16年
６月期 

平成17年
６月期 

平成17年 
12月中間期 

自己資本比率 65.6% 62.7% 70.0% 72.3%    74.1% 

時価ベースの 
自己資本比率 

   49.1%    49.3%  103.2% 122.2%   189.0% 

債務償還年数    2.2    2.1   －    0.2    0.3 

インタレスト・カバ 

レッジ・レシオ 
  12.0    8.2   22.3   21.9    8.3 

（注）１．上記計算は、次のとおりおこなっております。 

    ・自己資本比率：自己資本／総資産 

    ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

    ・債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

３．株式時価総額は、(中間)期末株価終値×(中間)期末発行済株式総数により算出して  

おります。 

４．平成16年６月期は決算期変更に伴い当社及び国内子会社が９ヶ月決算となりましたの 

で債務償還年数は記載しておりません。 

 

３．通期の見通し 

今後の経済見通しは、上期同様緩やかな回復基調が続くものと思いますが、原油価格の高止まり

や為替相場の急激な変動など景気の懸念材料もあるため、当社グループを取り巻く経済環境は予断

を許さない厳しい状況であると考えます。 

このような状況下、グループ各社は積極的に事業活動に取り組み更なる業績向上につとめること

により、通期の連結業績予想として売上高は150億円、経常利益は18億50百万円および当期純利

益は10億60百万円を見込みます。 

なお、連結見通しには、連結子会社化を予定しております株式会社セイワ製作所の業績予想額は

含めておりません。 



中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年６月30日) 

 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※1  2,255,870 2,922,097  2,953,149

２ 受取手形及び売掛金 ※1,2  3,630,093 4,388,858  4,003,224

３ 有価証券   247,322  54,600  250,582

４ たな卸資産 ※1  2,457,478 2,917,016  2,437,811

５ 前払費用   56,649 90,079  65,318

６ 繰延税金資産   294,554 351,215  458,418

７ その他   14,167 28,134  50,937

８ 貸倒引当金   △49,603 △51,633  △53,654

流動資産合計   8,906,532 67.1 10,700,369 71.0  10,165,788 69.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物  2,252,502 2,332,485 2,278,436 

  減価償却累計額  1,201,160 1,051,341 1,331,055 1,001,429 1,235,336 1,043,100

(2) 機械装置 
  及び運搬具 

 720,823 885,808 876,686 

  減価償却累計額  519,122 201,701 552,989 332,819 570,819 305,866

(3) 工具器具及び備品  1,287,879 1,476,256 1,295,106 

  減価償却累計額  935,651 352,227 1,084,367 391,889 959,256 335,850

(4) 土地   851,440 863,837  856,824

(5) 建設仮勘定   1,019 2,911  4,360

有形固定資産合計   2,457,729 18.5 2,592,887 17.2  2,546,001 17.4

２ 無形固定資産   517,199 3.9 460,045 3.1  528,840 3.6

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   102,946 365,684  316,534

(2) 長期性預金   800,000 654,210  631,860

(3) 繰延税金資産   308,598 157,522  268,389

(4) その他   184,326 133,709  172,815

投資その他の資産 
合計 

  1,395,871 10.5 1,311,127  8.7  1,389,599 9.5

固定資産合計   4,370,800 32.9 4,364,059 29.0  4,464,441 30.5

資産合計   13,277,333 100.0 15,064,428 100.0  14,630,229 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金   1,604,745 1,877,593  1,676,076

２ 短期借入金 ※1  108,272  47,228  110,620

３ 未払金   159,417 254,200  159,922

４ 未払法人税等   170,618 379,498  536,388

５ 未払費用   484,560 492,814  809,560

６ 前受金   95,077 200,252  62,324

７ 製品保証引当金   118,414 155,982  132,640

８ 繰延税金負債   8 1,724      9

９ その他   112,739 122,673  74,790

流動負債合計   2,853,854 21.5 3,531,967 23.4  3,562,333 24.3

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金   71,406 61,838  69,079

２ 役員退職慰労引当金   96,424 31,441  149,040

３ 繰延税金負債   148  92  265

４ その他   32,157  20,641  39,584

固定負債合計   200,138 1.5  114,014 0.8  257,970 1.8

負債合計   3,053,992 23.0 3,645,982 24.2  3,820,303 26.1

    

(少数株主持分)    

少数株主持分   285,474 2.2 261,277 1.7  227,407 1.6

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,499,090 11.3 1,513,650 10.1  1,500,460 10.3

Ⅱ 資本剰余金   2,827,129 21.3 2,840,415 18.9  2,827,225 19.3

Ⅲ 利益剰余金   5,955,610 44.8 6,785,303 45.0  6,497,544 44.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  9,873 0.1 33,924 0.2  7,539 0.1

Ⅴ 為替換算調整勘定   △300,866 △2.3 △6,358 △0.0  △244,840 △1.7

Ⅵ 自己株式   △52,970 △0.4 △9,765 △0.1  △5,410 △0.1

資本合計   9,937,866 74.8 11,157,169 74.1  10,582,519 72.3

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  13,277,333 100.0 15,064,428 100.0  14,630,229 100.0

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

 (2) 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   6,804,492 100.0 7,295,586 100.0  13,947,884 100.0

Ⅱ 売上原価   3,407,212 50.1 3,354,033 46.0  6,731,338 48.3

売上総利益   3,397,280 49.9 3,941,553 54.0  7,216,546 51.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  2,583,861 37.9 3,120,819 42.8  5,443,932 39.0

営業利益   813,418 12.0 820,733 11.2  1,772,614 12.7

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  3,595 16,360 9,454  

２ 受取配当金  ― 198 467  

３ 為替差益  ― 88,797 ―  

４ 業務受託手数料  1,853 ― ―  

５ 海外投資報奨金  4,193 ― ―  

６ その他  5,511 15,154 0.2 21,056 126,412 1.7 22,613 32,535 0.2

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  17,722  8,808 26,422  

２ 売上割引  ― ― 3,466  

３ たな卸資産評価損  22,528 17,097 32,883  

４ たな卸資産廃棄損  2,906 ― 5,479  

５ 為替差損  25,024 ―  1,562  

６ 持分法による 
投資損失 

 2,759 ― ―  

７ その他  1,627 72,569 1.1   5,802 31,708 0.4 8,666  78,479  0.5

経常利益   756,003 11.1 915,438 12.5  1,726,670 12.4

Ⅵ 特別利益     

１ 子会社の従業員転籍に 
伴う受入益 

 5,573 ― 5,573  

２ 固定資産売却益 ※2 4,471 10,044 0.1    303    303 0.0 5,655  11,228 0.1

Ⅶ 特別損失     

１ 事業再編損失 ※4 90,097 ―  97,276  

２ 固定資産除却損 ※3 12,414 116 16,524  

３ 投資有価証券売却損  ― 10,711 ―  

４ 投資有価証券評価損  ― ― 1,218  

５ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 ― ― 49,521  

６ その他  289 102,800 1.5 ―   10,828 0.1 ― 164,521 1.2

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  663,247 9.7 904,913 12.4  1,573,357 11.3

法人税、住民税 
及び事業税 

 201,740 258,288 620,434  

還付法人税等  △2,433 △51,442 △2,415  

法人税等調整額  109,805 309,112 4.5 221,862 428,708 5.9 46,455 664,474 4.8

少数株主利益又は 
少数株主損失(△) 

  △5,275 △0.1 3,511 0.0  7,537 0.0

中間(当期)純利益   359,410 5.3 472,693 6.5  901,344 6.5
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(3) 中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,826,430 2,827,225  2,826,430

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１ 増資による新株式発行  ― 13,189    1,370 

 ２ 自己株式処分差益  699 699 ― 13,189   2,960   4,330

Ⅲ 資本剰余金減少高    

自己株式処分差損  ― ― ― ― 3,534 3,534

Ⅳ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 2,827,129 2,840,415  2,827,225

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  5,681,782 6,497,544  5,681,782

Ⅱ 利益剰余金増加高    

  中間(当期)純利益  359,410 359,410 472,693 472,693 901,344 901,344

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  74,682 151,154  74,682 

２ 役員賞与  10,900 26,715  10,900 

３ その他  ― 85,582 7,065 184,935 ― 85,582

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 5,955,610 6,785,303  6,497,544

（注）利益剰余金減少高の「その他」は、在外連結子会社における従業員奨励福利基金への積立額であります。 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の要約

連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成16年７月１日

至 平成17年６月30日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間(当期)純利益  663,247 904,913 1,573,357

減価償却費  159,522 192,776 336,855

連結調整勘定償却額  68,096 74,384 138,806

貸倒引当金の増加額(△は減少)  10,454 △4,960  12,773

製品保証引当金の増加額  29,401 20,639 44,394

退職給付引当金の増加額(△は減少)  60,763 △10,844 ―

役員退職慰労引当金の減少額  ― △64,818 ―

受取利息及び受取配当金  △3,595 △16,558 △9,921

支払利息  17,722 8,808 26,422

売上債権の増加額  △235,160 △240,010 △538,613

たな卸資産の増加額  △95,636 △354,412 △10,823

仕入債務の増加額(△は減少)  △116,719  123,333 △89,785

未収入金の減少額    5,526   7,499 ―

未払消費税等の減少額  △14,792 △5,276 △8,341

未払金の増加額   51,502  77,409 52,704

未払費用の減少額  △406,631 △345,291 △95,780

前受金の増加額(△は減少)  △145,275 130,043 △180,431

その他  △20,466  3,371 △281,470

小計  27,959 501,006   970,144

利息及び配当金の受取額  1,877 14,115 9,482

利息の支払額  △17,777 △9,144 △26,124

法人税等の支払額  △326,604 △481,561 △382,835

法人税等の還付額  2,433 51,442   2,415

営業活動によるキャッシュ・フロー  △312,110   75,858   573,081

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出  △200,091 ― △200,044

有価証券の売却による収入  ― 200,000 ―

定期預金の預入による支出  △800,000 ― △1,131,860

有形固定資産の取得による支出  △178,775 △146,896 △352,657

有形固定資産の売却による収入  29,364 501 29,181

無形固定資産の取得による支出  △123,879 △24,879 △193,048

投資有価証券の取得による支出  ― ― △215,250

その他  663 △26,625 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,272,717      2,100 △2,063,680

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  262,419 ― 286,696

短期借入金の返済による支出  △444,733 △68,586 △470,546

株式発行による収入  ― 26,379   2,740

少数株主への株式発行による収入  ― 14,178 ―

親会社による配当金の支払額  △74,682 △151,154 △74,682

自己株式の売却による収入  2,157 ―  58,532

自己株式の取得による支出  △134 △4,355 △8,949

その他  △4,288 △1,105 △9,178

財務活動によるキャッシュ・フロー  △259,262 △184,644 △215,387

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △27,392  79,694  35,088

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △1,871,482 △26,990 △1,670,896

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,174,584 2,503,687 4,174,584

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 2,303,102 2,476,697 2,503,687
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１ 連結の範囲に関する事
項 

子会社はすべて連結しており
ます。 
連結子会社の数は11(国内１、
海外10社)であり、主要な連結
子会社は次のとおりでありま
す。 
・ユニテックミヤチコーポレ
ーション 

・ユニテックイープロB.V. 
・ミヤチテクノスヨーロッパ
GmbH 

・ミヤチコーリアコーポレー
ション 

・米亜基貿易(上海)有限公司
なお、平成17年２月に、共に
独国の子会社であるペコウェ
ルディングシステムズGmbHと
ミヤチテクノスヨーロッパ
GmbHを合併しミヤチヨーロッ
パGmbHといたしました。 

子会社はすべて連結しており
ます。 
連結子会社の数は12(国内１、
海外11社)であり、主要な連結
子会社は次のとおりでありま
す。 
・ミヤチユニテックコーポレ
ーション 

・ユニテックイープロB.V. 
・ミヤチヨーロッパGmbH 
・ミヤチコーリアコーポレー
ション 

なお、平成17年７月にミヤチ
タイランドを設立いたしまし
た。 
また、平成17年12月に持分法
適用関連会社であった武漢華
日精密激光有限責任公司の持
分を全て譲渡いたしました。

子会社はすべて連結しており
ます。 
連結子会社の数は11(国内１、
海外10社)であり、主要な連結
子会社は次のとおりでありま
す。 
・ミヤチユニテックコーポレ
ーション 

・ユニテックイープロB.V. 
・ミヤチヨーロッパGmbH 
・ミヤチコーリアコーポレー
ション 

・米亜基貿易(上海)有限公司
なお、平成17年２月に、共に
独国の子会社であるペコウェ
ルディングシステムズGmbHと
ミヤチテクノスヨーロッパ
GmbHを合併しミヤチヨーロッ
パGmbHといたしました。 
また、平成17年３月には台湾
米亜基股份有限公司を設立し
ております。 

２ 持分法の適用に関する
事項 

持分法を適用した関連会社の
数       １社 
会社等の名称 
武漢華日精密激光有限責任公
司 

該当事項はありません。 持分法を適用した関連会社の
数       １社 
会社等の名称 
武漢華日精密激光有限責任公
司 

３ 連結子会社の中間決算
日(決算日)等に関す
る事項 

連結子会社のうち米亜基貿易
(上海)有限公司および米亜基
光電設備(上海)有限公司の決
算日は12月31日であります。
中間連結財務諸表の作成に当
たって、米亜基貿易(上海)有
限公司および米亜基光電設備
(上海)有限公司は平成16年12
月31日現在の財務諸表を使用
しております。 
なお、その他の連結子会社の
中間連結会計期間の末日は、
中間連結決算日と一致してお
ります。 
 

連結子会社のうち米亜基貿易
(上海)有限公司および米亜基
光電設備(上海)有限公司の決
算日は12月31日であります。
中間連結財務諸表の作成に当
たって、米亜基貿易(上海)有
限公司および米亜基光電設備
(上海)有限公司は平成17年12
月31日現在の財務諸表を使用
しております。 
なお、その他の連結子会社の
中間連結会計期間の末日は、
中間連結決算日と一致してお
ります。 
 

連結子会社のうち米亜基貿
易(上海)有限公司および米
亜基光電設備(上海)有限公
司の決算日は12月31日であ
り、その他の連結子会社の決
算日は６月30日であります。
連結財務諸表の作成に当た
って、米亜基貿易(上海)有限
公司および米亜基光電設備
(上海)有限公司は平成17年
６月30日現在の財務諸表を
使用し、その他の連結子会社
は各社の連結決算日現在の
財務諸表をそれぞれ使用し
ております。 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

４ 会計処理基準に関する
事項 

   

 (1) 重要な資産の評価基
準及び評価方法 

① 有価証券 
ａ満期保有目的の債券 

    償却原価法(定額法)
ｂその他有価証券 

   時価のあるもの 
中間決算日の市場価
格等に基づく時価法
(評価差額は全部資
本直入法により処理
し、売却原価は移動
平均法により算定) 

① 有価証券 
  ａ満期保有目的の債券 

同左 
ｂその他有価証券 

   時価のあるもの 
同左 

① 有価証券 
ａ満期保有目的の債券 

同左 
ｂその他有価証券 
時価のあるもの 
決算期末日の市場
価格等に基づく時
価法 
(評価差額は全部資
本直入法により処
理し、売却原価は移
動平均法により算
定) 

 時価のないもの 
移動平均法による原
価法 

   時価のないもの 
移動平均法による
原価法 
なお、投資事業有限
責任組合およびそ
れに類する組合へ
の出資（証券取引法
第２条第２項によ
り有価証券とみな
されるもの）につい
ては、組合契約に規
定される決算報告
日に応じて入手可
能な最近の決算書
を基礎とし、持分相
当額を純額で取り
込む方法によって
おります。 

   時価のないもの 
同左 

 

 ② たな卸資産 
 (イ)製品 
   標準品については総平

均法による原価法、特
注品については個別
法による原価法 

② たな卸資産 
 (イ)製品 

同左 

② たな卸資産 
 (イ)製品 

同左 

  (ロ)半製品 
   総平均法による原価法

 (ロ)半製品 
同左 

 (ロ)半製品 
同左 

  (ハ)原材料 
   総平均法による低価法

 (ハ)原材料 
同左 

 (ハ)原材料 
同左 

  (ニ)仕掛品 
   個別法による原価法 

 (ニ)仕掛品 
同左 

 (ニ)仕掛品 
同左 

  (ホ)貯蔵品 
   最終仕入原価法 
   ただし、海外連結子会

社は主として先入先
出法による低価法 

 (ホ)貯蔵品 
同左 

 (ホ)貯蔵品 
同左 

 ③ デリバティブ 
  時価法 

③ デリバティブ 
同左 

③ デリバティブ 
同左 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 (2) 重要な減価償却資産
の減価償却方法 

① 有形固定資産 
  当社および国内連結子会
社は定率法によってお
ります。 

  ただし、平成10年度の税
制改正に伴い、平成10年
10月１日以降に取得し
た建物(建物附属設備を
除く)については、定額
法によっております。 

  海外連結子会社は主とし
て定額法によっており
ます。 

  なお、主な耐用年数は建
物及び構築物が３年～
50年、機械装置及び運搬
具が２年～11年、工具器
具備品が２年～10年で
あります。 

① 有形固定資産 
同左 

① 有形固定資産 
同左 

 ② 無形固定資産 

  定額法によっておりま

す。 

  ただし、ソフトウェア(自

社利用分)については、

社内における見込利用

可能期間(５年)による

定額法によっておりま

す。 

② 無形固定資産 

営業権 
 ５年間の定額法によ
っております。 
ソフトウェア 
 ソフトウェア(自社利
用分)については、社
内における見込利用
可能期間(５年)によ
る定額法によってお
ります。 
その他 

        定額法によっており

ます。 

② 無形固定資産 

営業権 
 同左 
 
ソフトウェア 
 同左 
 
 
 
 
 
その他 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 (3) 重要な引当金の計上

基準 

① 貸倒引当金 

  当社は債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。 

  連結子会社は主として債

権の回収可能性を勘案

して引当計上しており

ます。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 製品保証引当金 

  製品販売後のアフターサ

ービス費の発生に備え

るため、売上高に対する

過去の経験率により算

定した額を計上してお

ります。 

② 製品保証引当金 

同左 

② 製品保証引当金 

同左 

 ③ 退職給付引当金 

  当社、国内連結子会社お

よびミヤチコーリアコ

ーポレーションは従業

員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末

における退職給付債務

および年金資産の見込

額に基づき、当中間連結

会計期間末に発生して

いると認められる額を

計上しております。 

③ 退職給付引当金 

当社、ミヤチコーリアコ

ーポレーションおよび

ミヤチヨーロッパGmbH

は従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務および年金資産

の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末に発

生していると認められ

る額を計上しておりま

す。 

③ 退職給付引当金 

当社、ミヤチコーリアコ

ーポレーションおよび

ミヤチヨーロッパGmbH

は従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務および年金資産

の見込額に基づき、計上

しております。 

 ④ 役員退職慰労引当金 

  当社およびミヤチコーリ

アコーポレーションは、

役員の退職慰労金支出

に備えるため、内規にも

とづく中間期末要支給

額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

④ 役員退職慰労引当金 

  当社およびミヤチコーリ

アコーポレーションは、

役員の退職慰労金支出

に備えるため、内規にも

とづく期末要支給額を

計上しております。 

 (4) 重要なリース取引の

処理方法 

当社はおよび国内連結子会社

は、リース物件の所有権が借

主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左 
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(自 平成16年７月１日 

 

項目 
前中間連結会計期間 

至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

(5) 重要なヘッジ会計

の方法 

 

 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて  

は繰延ヘッジによってお

ります。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ．ヘッジ手段… 

金利スワップ 

ｂ．ヘッジ対象… 

リース債務 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

リース債務の金利変動リ

スクを回避する目的で金

利スワップ取引をおこな

っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ有効性の評価は、ヘ

ッジ対象とヘッジ手段に

ついてそれぞれのキャッ

シュ・フロー総額の変動幅

を比較しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (6) その他中間連結財務

諸表(連結財務諸

表)作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

消費税等の会計処理方法 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・

フロー計算書(連結キ

ャッシュ・フロー計算

書)における資金の範

囲 

中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預および

容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から

３ケ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっており

ます。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随時

引き出し可能な預金および容

易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から

３ケ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっており

ます。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９

日））および「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益に与える

影響はありません。 

―――――― 

 
 

追加情報 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

―――――― ―――――― （役員退職慰労引当金の規程改定） 

平成17年6月22日開催の取締役会におい

て当社の役員退職慰労金規程を改定し

ております。この改定に伴い、当連結会

計年度分12,482千円は販売費及び一般

管理費に計上し、前連結会計度末におけ

る旧規程と新規程の差額49,521千円は

特別損失に計上しております。 

（外形標準課税） 

 実務対応報告第12号「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」（企

業会計基準委員会 （平成16年2月13

日））が公表されたことに伴い、当連結

会計年度より法人事業税の付加価値割

及び資本割 20,056千円を販売費及び一

般管理費として処理しております。  
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注記事項 

【中間連結貸借対照表関係】 
前中間連結会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年６月30日) 

※１担保資産及び対応債務 
担保に供している資産 
売掛金 742,791千円 
たな卸資産 926,047千円 

  計 1,668,838千円 

  
上記に対応する債務 
短期借入金 108,272千円 

 

※１担保資産及び対応債務 
担保に供している資産 
売掛金 947,041千円
たな卸資産 933,090千円

  計 1,880,132千円

 
上記に対応する債務 
短期借入金  47,228千円
 

 

※１担保資産及び対応債務 
担保に供している資産 
売掛金 945,386千円
たな卸資産 915,742千円

  計 1,861,128千円

 
上記に対応する債務 
短期借入金 110,620千円
 

 
※２満期手形の処理 

  中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

なお、当中間連結会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次

の中間連結会計期間末日満期手形

が、中間連結会計期間末残高に含

まれております。 

受取手形      67,309千円 

※２満期手形の処理 

  中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

なお、当中間連結会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次

の中間連結会計期間末日満期手形

が、中間連結会計期間末残高に含

まれております。 

受取手形     103,742千円 

※２    ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

【中間連結損益計算書関係】 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な
費目及び金額は次のとおりであ
ります。 
販売手数料 184,440千円  
給料 824,143千円  
研究開発費 282,888千円  
減価償却費 78,775千円  

貸倒引当金 
繰入額 

3,403千円  

製品保証 
引当金繰入額 

50,118千円  

役員退職慰労 
引当金繰入額 

6,185千円  

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な
費目及び金額は次のとおりであ
ります。 
販売手数料 247,731千円
給料 929,098千円
研究開発費 384,507千円
減価償却費 107,159千円

貸倒引当金 
繰入額 

2,104千円

製品保証 
引当金繰入額

42,938千円

連結調整勘定

償却額 
74,384千円

役員退職慰労
引当金繰入額

17,864千円

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な
費目及び金額は次のとおりであ
ります。 
販売手数料 410,832千円
給料 1,602,147千円
研究開発費 626,710千円
減価償却費 182,159千円

貸倒引当金 
繰入額 

18,395千円

製品保証 
引当金繰入額 

88,005千円

連結調整勘定 

償却額 
138,806千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

12,482千円

 
 

※２ 固定資産売却益は、すべて機械装

置及び運搬具の売却益でありま

す。 

※２ 固定資産売却益は、すべて機械装

置及び運搬具の売却益でありま

す。 

※２ 固定資産売却益は、すべて機械装

置及び運搬具の売却益でありま

す。 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のと
おりであります。 

建物及び構築物 7,269千円 

機械装置 
及び運搬具 

452千円 

工具器具 
及び備品 

4,692千円 

 計 12,414千円 
 

※３ 固定資産除却損は、すべて工具器

具及び備品の除却損であります。

※３ 固定資産除却損の内訳は次のと
おりであります。 
建物及び構築物 7,269千円

機械装置 

及び運搬具 
1,160千円

工具器具 
及び備品 

8,094千円

 計 16,524千円
 

※４ 事業再編損失の主な内容は、 

米国子会社における事業集約後

の技術指導料（28,271千円）およ

び欧州子会社における人員削減

に伴う特別退職金（23,956千円）

であります。 

 ※４ 事業再編損失の主な内容は、
米国子会社における事業集約後
の技術指導料（28,025千円）お
よび欧州子会社における人員削
減に伴う特別退職金（34,284千
円）であります。 

 

 

【中間連結キャッシュ・フロー計算書関係】 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

(平成16年12月31日現在) 

現金及び 
預金残高 

2,255,870千円

有価証券勘定に 
含まれるマネ
ー・マネージメ 
ント・ファンド 

 47,231千円

現金及び 
現金同等物 

2,303,102千円

 

(平成17年12月31日現在)

現金及び 
預金残高 

2,922,097千円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金 

△500,000千円

有価証券勘定に
含まれるマネ
ー・マネージメ
ント・ファンド

 54,600千円

現金及び 
現金同等物 

2,476,697千円

 

(平成17年６月30日現在)

現金及び 
預金残高 

2,953,149千円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金 

△500,000千円

有価証券勘定に
含まれるマネ
ー・マネージメン
ト・ファンド 

50,537千円

現金及び 
現金同等物 

2,503,687千円
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セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

  前中間連結会計期間（自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日） 

  全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「産業用電気機械器具事業」の割合がいずれ

も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

  当中間連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

  全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「産業用電気機械器具事業」の割合がいずれ

も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

  前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

  全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「産業用電気 

機械器具事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して 

おります。 

 

２．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日) 
(単位：千円) 

 日本 米国 欧州 アジア 計 
消去 
又は全社 

連結 

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

2,541,469 1,785,720 1,862,421 614,881 6,804,492 ― 6,804,492

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

592,629 72,827 85,370 96,851 847,679      (847,679) ―

計 3,134,098 1,858,547 1,947,791 711,733 7,652,171      (847,679) 6,804,492

  営業費用 2,626,467 1,857,660 1,721,831 613,370 6,819,328      (828,255) 5,991,073

  営業利益 507,631    887 225,960 98,362 832,842      ( 19,423) 813,418

(注) １ 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 
２ 国または地域の区分の方法はおよび各区分に属する主な国または地域 
 (1) 国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 
 (2) 各区分に属する主な国または地域 
     欧州………ドイツ、オランダ、フランス 
     アジア……韓国、中国 

 
当中間連結会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

(単位：千円) 

 日本 米国 欧州 アジア 計 
消去 
又は全社 

連結 

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

2,807,438 2,301,897 1,403,620 782,629 7,295,586 ― 7,295,586

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

830,435 113,408 145,451 252,676 1,341,971    (1,341,971) ―

計 3,637,874 2,415,306 1,549,071 1,035,305 8,637,558    (1,341,971) 7,295,586

  営業費用 3,139,543 2,298,907 1,496,274 926,068 7,860,794     (1,385,941) 6,474,853

  営業利益 498,330       116,398  52,797 109,237  776,763        43,969 820,733

(注) １ 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 
２ 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域 
 (1) 国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 
 (2) 各区分に属する主な国または地域 
     欧州………ドイツ、オランダ、フランス 
     アジア……韓国、中国 
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前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 
(単位：千円) 

 日本 米国 欧州 アジア 計 
消去 
又は全社 

連結 

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

5,109,998 3,954,337 3,661,835 1,221,713 13,947,884 － 13,947,884

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

1,354,779  176,455 218,768 258,294 2,008,297 ( 2,008,297 ) －

計 6,464,777 4,130,792 3,880,604 1,480,007 15,956,182  ( 2,008,297 ) 13,947,884

  営業費用 5,450,217 4,005,463 3,486,747 1,244,494 14,186,923 ( 2,011,652 ) 12,175,270

  営業利益 1,014,560 125,329 393,856 235,512 1,769,258        3,355 1,772,614

(注) １ 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 
２ 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域 
 (1) 国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 
 (2) 各区分に属する主な国または地域 
     欧州………ドイツ、オランダ、フランス 
     アジア……韓国、中国 

 

３．海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日) 

(単位：千円) 

 アメリカ 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高 1,594,478 1,834,153 964,295 4,392,927

Ⅱ 連結売上高  6,804,492

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合 

23.4％ 27.0％ 14.2％ 64.6％

(注) １ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 
２ 従来「米国」としておりました国又は地域の区分を、当中間連結会計期間より「アメリカ」に変更いたしました。こ
れは、「米国」の中に含めておりましたアメリカ合衆国以外の北中南米地域への売上高が、今後増加すると思われる
ためであります。 

３ 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域 
 (1) 国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 
 (2) 各区分に属する主な国または地域 
     アメリカ…米国、カナダ、中南米 
     欧州………ドイツ、オランダ、フランス 
     アジア……韓国、中国 

 
当中間連結会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

(単位：千円) 

 アメリカ 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高 1,951,273 1,414,623 1,196,641 4,562,538

Ⅱ 連結売上高  7,295,586

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合 

26.7％ 19.4％ 16.4％ 62.5％

(注) １ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 
２ 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域 
 (1) 国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 
 (2) 各区分に属する主な国または地域 
     アメリカ…米国、カナダ、中南米 
     欧州………ドイツ、オランダ、フランス 
     アジア……韓国、中国 
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前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

(単位：千円) 

 アメリカ 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高 3,507,285 3,558,595  2,049,673   9,115,554

Ⅱ 連結売上高  13,947,884

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合 

25.1％ 25.5％ 14.7％ 65.4％

(注) １ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 
２ 従来「米国」としておりました国又は地域の区分を、当連結会計年度より「アメリカ」に変更いたしました。これは、
「米国」の中に含めておりましたアメリカ合衆国以外の北中南米地域への売上高が、今後増加すると思われるためで
あります。 

３ 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域 
 (1) 国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 
 (2) 各区分に属する主な国または地域 
     欧州………ドイツ、オランダ、フランス 
     アジア……韓国、中国 
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リース取引関係 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中

間期末残高相当額 

 
取
相
(

累
相
(

残
得価額 
当額 
千円) 

減価償却 
計額 
当額 
千円) 

中間期末 
高相当額 
(千円) 

機
及

5 2 3
械装置 
び運搬具 

7,489 4,063 3,425 

工
及

2 2 9
具器具 
び備品 

9,419 0,000 ,419 

合 8 4 4計 6,909 4,064 2,845 

(注)取得価額相当額は、有形固定資

産の中間期末残高等に占める未

経過リース料中間期末残高の割

合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中

間期末残高相当額 

 
取
相
(

中
残

得価額
当額
千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

間期末
高相当額
(千円)

機
及

6 3
械装置 
び運搬具

9,149 5,339  33,810

工
及

3 2 7
具器具 
び備品 

2,943 5,790 ,153

合 1 4計 02,093   61,129 0,963

(注) 同左 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および期

末残高相当額 

 相
(

残
取得価額 
当額 
千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末 
高相当額
(千円)

機
及

6 3
械装置 
び運搬具

4,595 0,857 33,738

工
及

3 2
具器具 
び備品 

2,971 3,123  9,848

合 9 5計 7,566 3,980 43,586

(注)取得価額相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過

リース料期末残高の割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 18,340千円

１年超 24,504千円

合計 42,845千円

(注)未経過リース料中間期末残高相

当額は、有形固定資産の中間期

末残高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

しております。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 16,939千円

１年超 24,024千円

合計 40,963千円

(注) 同左 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 19,255千円

１年超 24,331千円

合計  43,586千円

(注)未経過リース料期末残高相当額

は、有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期末残

高の割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 10,731千円 

減価償却費 
相当額 

10,731千円 
 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 10,769千円

減価償却費 
相当額 

10,769千円
 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料   21,697千円

減価償却費 
相当額 

21,697千円
 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  (借主側) 

   未経過リース料 

１年以内 146,280千円 

１年超 831,800千円 

合計 978,081千円 
  

２ オペレーティング・リース取引 

  (借主側) 

   未経過リース料 

１年以内 181,129千円

１年超 830,445千円

合計 1,011,575千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

  (借主側) 

   未経過リース料 

１年以内 174,418千円

１年超 785,997千円

合計 960,416千円
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有価証券関係 

前中間連結会計期間末（平成16年12月31日現在） 
１．時価のある有価証券             

区分 
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円）

(1)満期保有目的の債券    
  国債・地方債等 200,091 200,087   △3 

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円）

(2)その他有価証券    
  株式 55,450 72,025 16,574 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 

内容 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

その他有価証券  

(1)マネー・マネージメント・ファンド 
(2)非上場株式（店頭売買株式を除く） 

47,231 
14,963 

 

当中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在） 
１．時価のある有価証券 

区分 
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円）

(1)満期保有目的の債券    
  その他 233,130 230,049   △3,080 

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円）

(2)その他有価証券    
  株式 55,450 112,399 56,949 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 

内容 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

その他有価証券  

(1)マネー・マネージメント・ファンド 
(2)非上場株式（店頭売買株式を除く） 

54,600 
14,963 

 

前連結会計年度末（平成17年６月30日現在） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

種類 連結貸借対照表 
計上額 (千円) 時価 (千円) 差額 (千円) 

時価が連結貸借対照表計上額を超
えるもの  

     国債・地方債等 99,998 99,999      0

時価が連結貸借対照表計上額を超
えないもの  

     国債・地方債等 100,046 100,040 △6

     その他 217,561 217,178 △383

合計 417,606 417,217 △388
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２．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価 (千円) 連結貸借対照表 
計上額 (千円) 差額 (千円) 

連結貸借対照表計上額が取得 
原価を超えるもの 

 
 

 

株式 55,450 68,106   12,656 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 

(1)マネー・マネージメント・ファンド

(2)非上場株式 

 

50,537

14,963

 

 

デリバティブ取引 

前中間連結会計期間末（平成16年12月31日現在） 

（単位：千円） 

対象物の種類   取引の種類  契約額等 契約額等のうち１年超 時価 評価損益 

金利 スワップ取引 631,746 614,878 △127,523 △127,523

 （注）時価については、取引先金融機関等より提示された価格等に基づき算定しております。 

 

    当中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在） 

（単位：千円） 

対象物の種類   取引の種類 契約額等 契約額等のうち１年超 時価 評価損益 

金利 スワップ取引 607,149 589,295 △121,213 △121,213

  （注）時価については、取引先金融機関等より提示された価格等に基づき算定しております。 

 
前連結会計年度末（平成17年６月30日現在） 
                                      （単位：千円） 

対象物の種類   取引の種類 契約額等 契約額等のうち１年超 時価 評価損益 

金利 スワップ取引 588,325  571,845 △134,609 △134,609

  （注）時価については、取引先金融機関等より提示された価格等に基づき算定しております。 
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生産、受注及び販売の状況 
１．生産実績 
                                            （単位：千円） 

種  類 
前中間連結会計期間 

（平成16年７月～平成16年12月） 

当中間連結会計期間 

（平成17年７月～平成17年12月） 
増減率 

レ ー ザ 機 器 2,144,281 2,925,634   36.4% 

抵抗溶接機器 3,398,548 2,946,705 △13.3% 

シ ス テ ム   808,645  1,554,853     92.3% 

合  計 6,351,474 7,427,193     16.9% 

（注）１．金額には、消費税等は含んでおりません。 

    ２．金額は、販売価額で表示しております。 

     
２．受注状況 
                                                （単位：千円） 

前中間連結会計期間 

（平成16年７月～平成16年12月）

当中間連結会計期間 

（平成17年７月～平成17年12月） 種  類 

 受注高 受注残  受注高 増減率 受注残 増減率

レ ー ザ 機 器 2,275,025 664,739 3,078,283 35.3% 1,041,882 56.7%

抵抗溶接機器 3,213,932 676,569 3,023,391 △5.9% 506,906 △25.1%

シ ス テ ム 749,917 314,164 1,703,041  127.1% 1,338,718 326.1%

合  計 6,238,875 1,655,473 7,804,716 25.1% 2,887,506  74.4%

（注）１．金額には、消費税等は含んでおりません。 

２．受注数量は、製品種類が多岐にわたり表示が困難なため省略いたしました。 
 
３．販売実績 
                                             （単位：千円） 

種  類 
前中間連結会計期間 

（平成16年７月～平成16年12月） 

当中間連結会計期間 

（平成17年７月～平成17年12月） 
増減率 

レ ー ザ 機 器 2,524,785 2,868,068   13.6% 

抵抗溶接機器 3,133,146 3,047,416  △2.7% 

シ ス テ ム   826,606 1,032,503   24.9% 

そ の 他 319,954 347,598      8.6% 

合  計 6,804,492 7,295,586    7.2% 

 （注）１．金額には、消費税等は含んでおりません。 

２．販売数量は、製品種類が多岐にわたり表示が困難なため省略いたしました。 

 


