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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 

  

(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3四半期 5,048 ― △200 ― △256 ― △324 ―
20年3月期第3四半期 5,892 10.2 436 29.1 374 34.3 322 60.6

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3月期第3四半期 △26.86 ―
20年3月期第3四半期 26.93 ―

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3四半期 7,708 1,582 20.5 131.13
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3四半期  1,582百万円 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  無  

（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 6,200 △21.1 △310 ― △380 ― △450 ― △37.27

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3四半期  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3四半期  22,989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3四半期  12,072,025株 20年3月期第3四半期  12,000,022株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の金融不安に端を発した世界的な景気減速が国
内経済にも波及し、円高、株安が企業を圧迫すると共に雇用情勢が悪化するなど、景気の減速感、停滞感
を一層強める状況となりました。  
 当社グループを取り巻く環境につきましても、依然として続く国内の設備投資の縮小に加えて、工事着
工の遅延等減速基調が更に強まる中、客先の購買減少が続いており、製品価格の下落に歯止めがかからず
価格競争は一段と熾烈化するという極めて厳しい経営環境下にありました。  
 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向けて調達先
の多様化に取り組みました。また、半導体・デジタル関連・造船などへの積極的な設備投資案件の受注に
鋭意取り組んでまいりました。  
 この結果、当第３四半期累計期間におきまして連結売上高は、５，０４８百万円となりました。売上総
利益は、売上高が前年同時期比減少したこと、製品価格の下落による価格競争が激化したことに加えて、
当第３四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、８３百万円簿価を切り下げた影響も含め、売上総利益率が大幅に低下しました。また、特別損失で
投資有価証券評価損３１百万円計上しております。これらの影響により、営業損失２００百万円、経常損
失２５６百万円、 四半期純損失３２４百万を計上いたしました。  

  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ７７百万円減少し、７，７
０８百万円となりました。これは主に、現金及び預金が３３７百万円増加したものの、受取手形及び売掛
金が１７３百万円減少及び、たな卸資産が２２２百万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２７７百万円増加し、６，１２５百万円となりました。これは主
に、短期借入金が３０２百万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３５５百万円減少し、１，５８２百万円となりました。これは
主に、四半期純損失３２４百万円計上したほか、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平成21年３月期における修正の詳細は、平成21年２月13日発表の「業績予想の修正
ならびに経費削減追加策に関するお知らせ」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３四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 
当第３四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、第２四半期会計期間

末の実地棚卸高を基準として、合理的な方法により算定しております。 
 また、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８３百万円減少し、営業損失、経常
損失及び税金等調整前四半期純損失が８３百万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 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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,135,132 797,988

受取手形及び売掛金 1,716,725 1,890,569

たな卸資産 1,554,062 1,776,171

繰延税金資産 10,481 17,154

その他 75,667 108,049

貸倒引当金 △5,422 △11,602

流動資産合計 4,486,646 4,578,330

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 295,869 305,706

機械装置及び運搬具（純額） 83,121 94,660

土地 2,478,386 2,478,911

建設仮勘定 88,400 24,900

その他（純額） 57,839 51,127

有形固定資産合計 3,003,617 2,955,307

無形固定資産 40,362 16,948

投資その他の資産 174,586 231,803

固定資産合計 3,218,566 3,204,059

繰延資産 2,801 3,326

資産合計 7,708,014 7,785,716

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 781,799 1,034,476

短期借入金 2,469,000 2,166,047

1年内返済予定の長期借入金 721,837 464,596

未払法人税等 9,700 40,256

賞与引当金 24,224 42,459

その他 207,412 179,761

流動負債合計 4,213,974 3,927,597

固定負債   

社債 409,000 －

長期借入金 509,318 934,886

再評価に係る繰延税金負債 762,949 762,949

退職給付引当金 124,355 160,495

負ののれん 20,434 26,007

その他 85,578 35,693

固定負債合計 1,911,636 1,920,032

負債合計 6,125,610 5,847,629
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,384 329,692

自己株式 △3,133 △2,398

株主資本合計 728,624 1,077,843

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,084 △3,866

土地再評価差額金 864,688 864,688

為替換算調整勘定 △824 △577

評価・換算差額等合計 853,779 860,243

純資産合計 1,582,403 1,938,086

負債純資産合計 7,708,014 7,785,716
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,048,616

売上原価 4,452,275

売上総利益 596,340

販売費及び一般管理費 796,438

営業損失（△） △200,097

営業外収益  

受取利息 188

受取配当金 1,377

負ののれん償却額 5,573

原材料売却益 13,312

その他 5,127

営業外収益合計 25,578

営業外費用  

支払利息 52,801

手形売却損 10,790

社債発行費 11,620

その他 6,333

営業外費用合計 81,545

経常損失（△） △256,065

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,427

投資有価証券売却益 5,460

その他 316

特別利益合計 11,204

特別損失  

固定資産除却損 3,243

減損損失 525

投資有価証券評価損 31,513

その他 157

特別損失合計 35,439

税金等調整前四半期純損失（△） △280,300

法人税、住民税及び事業税 35,748

過年度法人税等 1,714

法人税等調整額 6,544

法人税等合計 44,007

四半期純損失（△） △324,307
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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。 

㈱ＭＩＥコーポレーション(3442)平成21年３月期　第３四半期決算短信

―  7 ―



「参考資料」 

    前第３四半期連結累計期間に係る財務諸表等 

(1)（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 

科  目 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

 至 平成 19 年 12 月 31 日）

金  額 

Ⅰ 売上高 5,892,911 

Ⅱ 売上原価 4,656,190 

売上総利益 1,236,720 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 800,013 

営業利益 436,707 

Ⅳ 営業外収益 32,748 

Ⅴ 営業外費用 95,047 

経常利益 374,408 

Ⅵ 特別利益 6,544 

Ⅶ 特別損失 22,777 

税金等調整前四半期 
純利益 

 

358,175 

税金費用 35,584 

四半期純利益 322,591 
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