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（百万円未満切捨て） 

１．平成21年６月期第１四半期の連結業績（平成20年７月１日～平成20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 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

21年６月期第１四半期 4,473 － △49 － △302 － △201 － 

20年６月期第１四半期 4,715 △4.2 327 △38.9 222 △62.4 138 △54.6 

 

 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 

21年６月期第１四半期 △17 39 － 

20年６月期第１四半期 11 75 11 73 

 

(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 

21年６月期第１四半期 20,838 13,777 65.0 1,169 13 

20年６月期 22,110 14,759 65.8 1,256 31 

（参考） 自己資本  21年６月期第１四半期 13,541百万円 20年６月期 14,551百万円 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

20年６月期 ─ 17 50 ─ 17 50 35 00 

21年６月期 ─    ── ── ── ── 

21年６月期(予想) ── 17 50  ─  17 50  35 00  

（注）配当予想の当四半期における修正の有無： 無 

 

３．平成21年６月期の連結業績予想（平成20年７月１日～平成21年６月30日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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 

第２四半期連結累計期間 10,200 － 400 － 40 － 25 － 2 16 

通     期 20,500 △9.5 1,000 △57.5 600 △68.6 400 △66.5 34 53 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

 

４．その他 

(1) 期中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 

 新規  ─ 社（社名                ）  除外  ─ 社（社名         ）  

 （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

  

(2) 簡便な会計処理及び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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載

されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

② ①以外の変更 ： 無 

 （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

   

(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) 21年６月期第１四半期 12,030,685株 20年６月期 12,030,685株

② 期末自己株式数 21年６月期第１四半期 448,120株 20年６月期 447,928株

③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年６月期第１四半期 11,582,625株 20年６月期第１四半期 11,785,325株

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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、今後の様々な要因によって予想数値と大きく異

なる可能性があります。なお、業績予想については、平成20年８月20日に公表しました数値から本資料において修正しています。業績予想に関する事項は、

２ページの【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」（平成19年 内閣府令第64号）に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50

号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 
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定性的情報・財務諸表等 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金

融資本市場の混乱、米国経済の減速懸念、そして原油を初めとした原材料価格の高騰の影響を受け、景気後退

が懸念される中で推移しました。 

当社グループを取り巻く事業環境は、金融機関の経営悪化や信用不安から企業の設備投資が減少し、景気の

先行きは一段と厳しさを増してきております。 

こうした状況のもと、当社グループは、グローバルな営業体制強化に引き続き取り組み、平成20年８月に海

外における販売・サービス拠点として、中国（香港）にミヤチ香港有限公司を、インド（チェンナイ市）にミ

ヤチインドPvt.LTDを設立しました。 

このような結果、当第１四半期連結売上高は44億73百万円となり、前年同四半期に比較して２億41百万円の

減収となりました。利益面ではコスト低減努力など、生産の合理化・効率化に取り組んだものの、経営基盤強

化策による人員増、設備投資関連費用増及び研究開発費用増を吸収できず、営業損失は49百万円となりました。

また為替換算差損等の影響により経常損失は３億２百万円となりました。 

※前年同四半期比較増減金額は参考として記載しています。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
(1)財政状態（連結）の変動状況 

当第１四半期の連結財政状態は、前連結会計年度末と比較して次のとおりであります。 

総資産は208億38百万円となり、12億71百万円 (5.8％)減少となりました。これは当社および米国子会社の

売上が不振だったことによる売掛金の減少および当社における納税及び配当金の支払いが主な理由であります。 

負債は、借入金が増加したものの、支払手形及び買掛金、未払法人税等の減少が上回ったことにより、全体

として２億90百万円（3.9％）減少の70億61百万円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金および為替換算調整勘定の減少により、９億81百万円 (6.7％)減少の

137億77百万円となりました。 

 

(2)連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は27億９百万円となり、前連結会計

年度末に比べ、３億64百万円減少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動に使用した資金は５億11百万円となりました。 

これは、売上債権の減少（11億16百万円）という資金増加要因があったものの、たな卸資産の増加（10億12

百万円）および前連結会計年度に計上した法人税等の支払い（４億73百万円）という資金減少要因が大きかっ

たためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は２億43百万円となりました。 

これは定期預金の払戻による収入（1億31百万円）という資金増加要因があったものの、固定資産の取得に

よる支出（3億87百万円）が大きかったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は５億31百万円となりました。 

これは主に短期借入れ（6億20百万円）によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
今後の世界経済は金融危機の影響が広がるなか、景気の下振れリスクが一段と高まると想定されます。米国

においては、個人消費の減速と住宅投資の減少による低成長が継続し、日本においても、輸出や設備投資の減

少により、景気の減速が続くものと予測されます。 

このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の連結業績予想および通期連結業績予想について修正する

こととしました。 

なお、平成21年６月期の業績予想につきましては、平成20年11月７日「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 
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４．その他 
(1) 期中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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法を主としております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額等を

見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。営業循環過程から外れた滞留又は処分見込価額まで切

り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前連結会計年度

末における貸借対照表価額で計上しております。 

② 税金費用の計算 

当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

期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、法人税

等に含めて表示しております。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

・【会計処理に関する変更】 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四

半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

② 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を

適用し、評価基準については、当社および国内連結子会社は製品・半製品・仕掛品については原価法から低

価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更が損益に与える影響はありま

せん。 

③ 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更が損益に

与える影響はありません。 

④ リース取引に関する会計基準 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、当社および国内連結子会社は「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年

３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き適用しております。 

この変更が損益に与える影響はありません。 

 

・【追加情報】 

当社および国内連結子会社は法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法

律第23号）に伴い、法定耐用年数及び資産区分が見直されました。これにより、機械装置及び運搬具の一部

の資産については耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。 

なお、これに伴う損益への影響は軽微であります。 
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５【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る要約 
連結貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

（資産の部）     

 流動資産     

  現金及び預金  2,655,811  3,151,514 

  受取手形及び売掛金  6,163,097  7,574,572 

  有価証券  55,217  56,524 

  商品及び製品  1,590,952  1,523,454 

  原材料及び貯蔵品  1,874,597  1,553,434 

  仕掛品  1,322,883  981,845 

  その他  1,060,859  907,085 

  貸倒引当金  △91,849  △107,904 

  流動資産合計  14,631,569  15,640,525 

 固定資産     

  有形固定資産  3,665,680  3,842,922 

  無形固定資産  1,339,447  1,350,604 

  投資その他の資産  1,202,167  1,276,808 

  固定資産合計  6,207,294  6,470,335 

 資産合計  20,838,864  22,110,861 

（負債の部）     

 流動負債     

  支払手形及び買掛金  3,239,555  3,477,831 

  短期借入金  1,572,145  1,010,633 

  未払法人税等  47,656  386,447 

  賞与引当金  214,952  － 

  製品保証引当金  226,588  250,029 

  その他  1,484,243  2,025,888 

  流動負債合計  6,785,142  7,150,828 

 固定負債     

  引当金  120,448  139,544 

  その他  155,940  61,267 

  固定負債合計  276,388  200,812 

 負債合計  7,061,530  7,351,641 

（純資産の部）     

 株主資本     

  資本金  1,606,113  1,606,113 

  資本剰余金  3,734,924  3,734,924 

  利益剰余金  9,469,805  9,906,252 

  自己株式  △839,310  △839,112 

  株主資本合計  13,971,533  14,408,177 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金  58,995  170,146 

  年金負債調整額  －  △833 

  為替換算調整勘定  △489,034  △25,907 

  評価・換算差額等合計  △430,038  143,405 

 新株予約権  209,914  182,211 

 少数株主持分  25,924  25,426 

 純資産合計  13,777,333  14,759,219 

負債純資産合計  20,838,864  22,110,861 
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(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 

(単位:千円) 

  

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高          4,473,758 

売上原価    2,135,628 

売上総利益    2,338,130 

販売費及び一般管理費    2,388,117 

営業損失    △49,986 

営業外収益     

 受取利息    3,827 

 受取配当金    562 

 その他    7,213 

 営業外収益合計    11,603 

営業外費用     

 支払利息    15,853 

 為替差損    216,234 

 その他    32,041 

 営業外費用合計    264,130 

経常損失    △302,513 

特別利益     

 固定資産売却益    2,906 

 特別利益合計    2,906 

特別損失     

 固定資産除売却損    1,112 

 特別損失合計    1,112 

税金等調整前四半期純損失    △300,719 

法人税等    △100,788 

少数株主利益    1,499 

四半期純損失    △201,430 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位:千円) 

  

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年７月１日 
 至 平成20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損失    △300,719 

 減価償却費    172,062 

 のれん償却額    8,110 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）    △5,399 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）    △27,591 

 製品保証引当金の増減額（△は減少）    △16,069 

 受取利息及び受取配当金    △4,390 

 支払利息    15,853 

 売上債権の増減額（△は増加）    1,116,937 

 たな卸資産の増減額（△は増加）    △1,012,154 

 その他    24,804 

 小計    △28,555 

 利息及び配当金の受取額    6,628 

 利息の支払額    △16,367 

 法人税等の支払額    △473,095 

 営業活動によるキャッシュ・フロー    △511,389 

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    1,701 

 定期預金の払戻による収入    131,820 

 有形固定資産の取得による支出    △221,458 

 有形固定資産の売却による収入    10,848 

 無形固定資産の取得による支出    △166,538 

 投資活動によるキャッシュ・フロー    △243,627 

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）    620,854 

 自己株式の取得による支出    △197 

 配当金の支払額    △191,526 

 その他    102,726 

 財務活動によるキャッシュ・フロー    531,857 

現金及び現金同等物に係る換算差額    △141,380 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）    △364,540 

現金及び現金同等物の期首残高    3,073,569 

現金及び現金同等物の四半期末残高    2,709,028 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(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) セグメント情報 

 a．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）
全セグメントの売上高の合計、営業利益合計額に占める「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。 

 b．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 
日本 

(千円) 

米国 

(千円) 

欧州 

(千円) 

アジア 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 1,854,309 672,822 886,550 1,060,076 4,473,758 － 4,473,758 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

819,106 119,855 33,413 277,430 1,249,805 （1,249,805） － 

計 2,673,415 792,677 919,964 1,337,506 5,723,564 （1,249,805） 4,473,758 

営業利益 △61,379 △194,035 △54,529 187,191 △122,752 72,766 △49,986 

(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 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域。 

(1) 国又は地域の区分の方法  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又は地域   

欧州……ドイツ、オランダ、フランス 

アジア…韓国、中国、台湾、タイ 

 c．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 アメリカ 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 597,485 851,984 1,334,500 2,783,971 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 4,473,758 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

13.4 19.0 29.8 62.2 

(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法  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又は地域 

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、台湾、タイ 

 

(6) 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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「参考資料」 

前四半期にかかる財務諸表 

(1)（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年７月１日～９月30日） 

（単位：千円） 

 

 

前年同四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 科目 

金額 

Ⅰ 売上高 4,715,076 

Ⅱ 売上原価 

売上総利益 

2,164,137 

2,550,938 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,223,207 

営業利益 327,730 

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息 

２．その他 

42,565 

10,743 

31,821 

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 

２．為替差損 

３．その他 

148,054 

9,360 

123,784 

14,909 

経常利益 222,240 

Ⅵ 特別損失 

１．その他 

1,359 

1,359 

税金等調整前四半期純利益 220,881 

法人税等 

少数株主損益 

81,738 

615 

四半期純利益 138,527 
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(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年７月１日～９月30日） 

（単位：千円） 

 

 

前年同四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 科目 

金額 

Ⅰ 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 

減価償却費 

売上債権の減少額 

たな卸資産の増加額 

仕入債務の減少額 

その他 

 

220,881 

132,911 

575,747 

△269,889 

△145,171 

△73,504 

小計 440,974 

法人税等の支払額 

その他 

△740,324 

7,064 

営業活動によるキャッシュフロー △292,285 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 

無形固定資産の取得による支出 

投資有価証券の満期償還による収入 

定期預金の増減（純額） 

その他 

 

△223,363 

△89,256 

231,064 

125,298 

178 

投資活動によるキャッシュフロー 43,920 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増減（純額） 

配当金の支払額 

その他 

 

550,404 

△206,116 

23,049 

財務活動によるキャッシュフロー 367,337 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △255,431 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △136,459 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,663,938 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,527,479 
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(3)セグメント情報 

[事業の種類別セグメント情報] 

前第１四半期連結累計期間（平成19年７月１日～９月30日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益合計額に占める「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。 

 

[所在地別セグメント情報] 

前第１四半期連結累計期間（平成19年７月１日～９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 

売上高及び営業損益        

売上高        

(1)外部顧客に対する売上高 1,731,942 1,114,070 960,069 908,993 4,715,076 ─ 4,715,076 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
913,167 70,985 31,753 282,760 1,298,667 (1,298,667) ─ 

計 2,645,109 1,185,056 991,822 1,191,754 6,013,743 (1,298,667) 4,715,076 

営業費用 2,479,889 1,180,502 969,810 1,034,659 5,664,863 (1,277,517) 4,387,345 

営業利益 165,220 4,553 22,011 157,094 348,880 (21,150) 327,730 

（注）１ 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配布不能営業費用の金額はありません。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1)国又は地域の区分の方法  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又は地域 

欧州：ドイツ、オランダ、フランス 

アジア：韓国、中国、台湾、タイ 

 

[海外売上高] 

前第１四半期連結累計期間（平成19年７月１日～９月30日） 

（単位：千円） 

 米国 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高 913,794 960,954 1,088,423 2,963,172 

Ⅱ 連結売上高  4,715,076 

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
19.4 20.4 23.1 62.8 

（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 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1)国又は地域の区分の方法  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又は地域 

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、台湾、タイ 
 


