
 

 

平成19年8月21日 

各  位 

                        

会 社 名 ミ ヤ チ テ ク ノ ス 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  田 尻  康

（ コ ー ド 番 号  ６ ８ ８ ５  東 証 第 一 部 ）

問 合 せ 先 取締役執行役員常務 

管 理 本 部 長 

 
古 越  周

 （ＴＥＬ.０３－５２４６－６７００）

 

（訂正）平成１９年６月期中間決算短信（連結）の一部訂正について 

 

平成１９年２月１５日に発表いたしました平成１９年６月期中間決算短信（連結）の一部に訂正

がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は、＿＿＿＿にて示しております。 

 

Ⅰ．訂正箇所 

２６ページ 

   （訂正前） 

      注記事項 

  （連結貸借対照表関係）    
前中間連結会計期間末 

(平成 17 年 12 月 31 日) 
当中間連結会計期間末 

(平成 18 年 12 月 31 日) 
前連結会計年度末 

(平成 18 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      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    1,093,825 千円 
たな卸資産 1,076,237 千円 
計     2,170,063千円 

（上記に対応する債務） 
短期借入金  142,932千円 

※１ 担保資産及び対応債務 
  （担保に供している資産） 

売掛金    1,376,097 千円 
たな卸資産 1,069,941 千円 
計     2,446,038千円 

（上記に対応する債務） 
短期借入金  253,528千円 

 

（訂正後） 

      注記事項 

  （連結貸借対照表関係）    
前中間連結会計期間末 

(平成 17 年 12 月 31 日) 
当中間連結会計期間末 

(平成 18 年 12 月 31 日) 
前連結会計年度末 

(平成 18 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      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 1,093,825千円
たな卸資産 1,076,237千円
建物 33,809 千円

計 2,203,873千円
（上記に対応する債務） 

短期借入金  148,788千円 

※１ 担保資産及び対応債務 
  （担保に供している資産） 

売掛金 1,376,097千円
たな卸資産 1,069,941千円
建物 34,849千円

計 2,480,888千円

（上記に対応する債務） 
短期借入金  261,639千円 
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 Ⅱ．訂正箇所 

２７ページ 

（訂正前） 

      注記事項 

（中間連結損益計算書関係） 
前中間連結会計期間 

(自 平成 17 年７月１日 

  至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 18 年７月１日 

  至 平成 18 年 12 月 31 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年７月１日) 

 (至 平成 18 年６月 30 日) 
※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及びは次のとおりであ
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

額 入 

  17,864 千円 

※１ 販売費及び一般管理費の主要
な費目及びは次のとおりであ
ります。 
販売手数料 294,868 千円

給料 1,175,942 千円

研究開発費   512,396 千円

減価償却費   127,255 千円

貸倒引当金

繰入額 

   3,757 千円

製品保証引

当金繰入額

   46,448 千円

のれん償却

額 

 59,819 千円

役員賞与引

当金繰入額

31,200 千円

役員退職慰

労引当金繰

額 入 

  5,535 千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要
な費目及びは次のとおりであ
ります。 
販売手数料 634,036 千円

給料 1,872,653 千円

研究開発費   792,514 千円

減価償却費   211,650 千円

貸倒引当金

繰入額 

   9,510 千円

製品保証引

当金繰入額 

  118,930 千円

連結調整勘

定償却額 

148,851千円

役員賞与引

当金繰入額 

33,600 千円

役員退職慰

労引当金繰

入額 

30,484 千円

 

 

（訂正後） 

      注記事項 

（中間連結損益計算書関係） 
前中間連結会計期間 

(自 平成 17 年７月１日 

  至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 18 年７月１日 

  至 平成 18 年 12 月 31 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年７月１日) 

 (至 平成 18 年６月 30 日) 
※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及びは次のとおりであ
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

額 入 

  17,864 千円 

※１ 販売費及び一般管理費の主要
な費目及びは次のとおりであ
ります。 
販売手数料 294,868 千円

給料 1,175,942 千円

研究開発費   512,396 千円

減価償却費   127,255 千円

貸倒引当金

繰入額 

   3,757 千円

製品保証引

当金繰入額

   46,448 千円

のれん償却

額 

 59,819 千円

役員賞与引

当金繰入額

31,200 千円

役員退職慰

労引当金繰

額 入 

  5,535 千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要
な費目及びは次のとおりであ
ります。 
販売手数料 634,036 千円

給料 1,872,653 千円

研究開発費   792,514 千円

減価償却費   211,650 千円

貸倒引当金

繰入額 

   9,510 千円

製品保証引

当金繰入額 

  118,930 千円

連結調整勘

定償却額 

145,851千円

役員賞与引

当金繰入額 

33,600 千円

役員退職慰

労引当金繰

入額 

30,484 千円

 

 

以 上 

 


