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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

(注）当社の設立は平成20年１月４日ですが、前連結会計年度の連結財務諸表は、完全子会社となった（株）ＭＩＥテクノの連結財務諸表を引き継ぎ、期首に設立したもの
とみなして作成しているため、（株）ＭＩＥテクノの前年同四半期の数値を記載して比較しております。  

(2) 連結財政状態 

(注）当社の設立は平成20年１月４日ですが、前連結会計年度の連結財務諸表は、完全子会社となった（株）ＭＩＥテクノの連結財務諸表を引き継ぎ、期首に設立したもの
とみなして作成しているため、（株）ＭＩＥテクノの前年同四半期の数値を記載して比較しております。   

(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3月期第2四半期 3,614 ― △90 ― △127 ― △154 ―
20年3月期第2四半期 4,014 18.1 374 105.3 323 115.4 268 182.3

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3月期第2四半期 △12.81 ―
20年3月期第2四半期 22.49 ―

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3月期第2四半期 7,685 1,743 22.7 144.42
20年3月期 7,785 1,938 24.9 160.50

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,743百万円 20年3月期  1,938百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

（注）当社の連結子会社である（株）ＭＩＥテクノで平成20年３月期中間期末に３円00銭の配当をいたしました。従って（株）ＭＩＥテクノと合算の配当金は年間５円00銭となり
ます。 
（注）平成20年３月期期末の配当原資には資本剰余金が含まれております。詳細は「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」を参照してください。  

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3月期 ― ― ― 2.00 2.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 7,200 △8.4 △120 ― △200 ― △250 ― △20.71

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）  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧ください。  

(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、２，３ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧ください。  

(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） 

（注）詳細は、２，３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） 

※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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としていま
す。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 
平成20年３月期の配当金のうち、資本剰余金を配当原資とする配当の内訳は以下のとおりです。 
       基準日             期末           年間   
     １株当たり配当金       ２円００銭        ２円００銭 
      配当金総額         ２４百万円        ２４百万円  

新規 1 社 （社名 株式会社ＭＩＥインターナショナル ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  12,090,000株 20年3月期  12,090,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  18,502株 20年3月期  15,333株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  12,073,314株 20年3月期第2四半期  11,936,195株
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済につきましては、米国のサブプライムローン問題の長期化に
よる米国経済の後退に伴う輸出の鈍化、円高や原油・原材料価格の高騰等企業収益の悪化を招き設備投資
の減速傾向が鮮明になるなど、先行き不透明感が一段と強まってまいりました。  
 当社グループを取り巻く環境につきましては、製品販売価格はニッケル価格の動向に大きな影響を受
け、ニッケル価格の前年同時期比大幅な下落により、足元では更に急落し客先によるステンレス製品の買
い控え現象の継続、民間設備投資の減速基調が強まる中、製品価格を大きく引き下げることとなり、価格
競争は一段と激化し当社グループは厳しい経営環境にありました。  
 このような状況の中で、当社グループは主要原材料及び製品仕入など調達コストの削減に努めました。
また、半導体・デジタル関連・造船などへの販路拡充に加えて、中国、東南アジア、さらには中近東も含
め海外事業の強化に取組んでまいりました。  
 この結果、当第２四半期累計期間におきましては、連結売上高は、３，６１４百万円となりました。売
上総利益は、製品価格の大幅な下落に伴い価格競争が激化したことに加えて、当第２四半期連結累計期間
で、棚卸資産の評価に関する会計基準を適用し、評価基準について変更したことで、６１百万円簿価を切
り下げた影響も含め、売上総利益率の大幅低下しましたことにより、営業損失９０百万円、経常損失１２
７百万円、四半期純損失１５４百万を計上いたしました。  

  

当第２四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ１００百万円減少し、７，６８５百万円
となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が１７２百万円増加したものの、現金及び預金が３１百
万円減少及び、たな卸資産が２６５百万円減少したことによるものであります。  
 負債合計は、前連結会計年度末に比べ９４百万円増加し、５，９４２百万円となりました。これは主
に、支払手形及び買掛金が２３２百万円減少したものの短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含
む）が２７８百万円増加したことによるものであります。  
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１９４百万円減少し、１，７４３百万円となりました。これは
主に、四半期純損失１５４百万円計上したほか、配当金 ２４百万円の支払により減少したものでありま
す。  

  

連結業績予想数値の当第２四半期における修正の詳細は、平成20年11月７日発表の「業績予想の修正に
関するお知らせ」及び、平成21年３月期通期の連結業績予想値につきましては、平成20年11月14日発表の
「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照してください。 
  

  

〔新規設立〕 
当社の海外部門と子会社株式会社ＭＩＥテクノの海外事業部門を統合（別法人）し、海外事業の一層

強化を図るため、株式会社ＭＩＥインターナショナルを設立し、関係会社といたしました。 
   （名 称）             ： 株式会社ＭＩＥインターナショナル  
   （住 所）             ： 三重県桑名市大字星川１００１番地  
   （資本金）             ： ７０百万円（当社１００％出資）  
   （代表者）             ： 水口 尚之  
   （営業開始日）           ： 平成20年４月１日  
   （決算期）             ： ３月31日  
   （主な事業内容）          ： 金属加工品の輸出入  
   （議決権に対する提出会社の所有割合）： １００％  
   （従業員数）            ： ４名  

  

・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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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)
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1．一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
  

2．棚卸資産の評価方法 
棚卸資産の簿価の切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、簿価の切下げを

行う方法によっております。  
  
3．固定資産の減価償却の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。  

  

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。 

  
2.「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下
による簿価の切下げの方法）に変更しております。  
この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益は６１百万円減少し、営業損失、経常損失
及び税金等調整前四半期純損失が６１百万円それぞれ増加しております。  

  
3.「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 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 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会
計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産と
して計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す
る方法によっております。 
 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採用しております。 
 これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

 当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を主に７～15年としておりました
が、平成20年度税制改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、第１四半期連結会計期間よ
り主に９～10年に変更しております。 
 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

  

(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

(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

(4) 追加情報
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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2四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３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 766,053 797,988 

受取手形及び売掛金 2,063,409 1,890,569 

たな卸資産 1,510,324 1,776,171 

繰延税金資産 17,504 17,154 

その他 71,501 108,049 

貸倒引当金 △5,834 △11,602 

流動資産合計 4,422,958 4,578,330 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 301,730 305,706 

機械装置及び運搬具（純額） 86,662 94,660 

土地 2,478,386 2,478,911 

建設仮勘定 48,400 24,900 

その他（純額） 52,071 51,127 

有形固定資産合計 2,967,251 2,955,307 

無形固定資産 42,234 16,948 

投資その他の資産 250,276 231,803 

固定資産合計 3,259,762 3,204,059 

繰延資産 2,976 3,326 

資産合計 7,685,697 7,785,716 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 801,938 1,034,476 

短期借入金 2,346,000 2,166,047 

1年内返済予定の長期借入金 563,241 464,596 

未払法人税等 28,672 40,256 

賞与引当金 42,740 42,459 

その他 183,185 179,761 

流動負債合計 3,965,777 3,927,597 

固定負債 

社債 342,000 0 

長期借入金 640,052 934,886 

再評価に係る繰延税金負債 762,949 762,949 

退職給付引当金 132,835 160,495 

負ののれん 22,292 26,007 

その他 76,458 35,693 

固定負債合計 1,976,588 1,920,032 

負債合計 5,942,365 5,847,629 
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（単位：千円） 

当第2四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３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 500,000 500,000 

資本剰余金 226,373 250,549 

利益剰余金 175,086 329,692 

自己株式 △2,766 △2,398 

株主資本合計 898,694 1,077,843 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △15,982 △3,866 

土地再評価差額金 864,688 864,688 

為替換算調整勘定 △4,067 △577 

評価・換算差額等合計 844,638 860,243 

純資産合計 1,743,332 1,938,086 

負債純資産合計 7,685,697 7,785,716 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 3,614,133 

売上原価 3,169,303 

売上総利益 444,830 

販売費及び一般管理費 535,568 

営業損失（△） △90,738 

営業外収益 

受取利息 109 

受取配当金 352 

負ののれん償却額 3,715 

原材料売却益 11,178 

その他 3,515 

営業外収益合計 18,872 

営業外費用 

支払利息 33,893 

手形売却損 7,510 

社債発行費 9,720 

その他 4,165 

営業外費用合計 55,290 

経常損失（△） △127,156 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 5,214 

その他 316 

特別利益合計 5,531 

特別損失 

固定資産除却損 270 

減損損失 525 

特別損失合計 795 

税金等調整前四半期純損失（△） △122,420 

法人税、住民税及び事業税 30,821 

過年度法人税等 1,714 

法人税等調整額 △350 

法人税等合計 32,185 

四半期純損失（△） △154,605 
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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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

 前年同四半期にかかる財務諸表等 

(1)前中間連結損益計算書 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高 4,014,946 100.0

Ⅱ 売上原価 3,101,093 77.2

売上総利益 913,852 22.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 539,434 13.5

営業利益 374,418 9.3

Ⅳ 営業外収益 

受取利息 52

受取配当金 346

負ののれん償却額 3,715

設備賃貸料 2,738

その他 3,312 10,165 0.3

Ⅴ 営業外費用 

支払利息 43,560

手形売却損 8,546

その他 9,284 61,391 1.5

経常利益 323,191 8.1

Ⅵ 特別利益 

貸倒引当金戻入益 4,873 4,873 0.1

Ⅶ 特別損失 

固定資産除却損 11,643

減損損失 6,924 18,567 0.5

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

309,496 7.7

法人税、住民税 
及び事業税 

50,682

法人税等調整額 △9,656 41,025 1.0

中間(当期)純利益 268,471 6.7
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