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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(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 ％

22年3月期第3四半期 2,920 △42.2 △425 ― △446 ― △472 ―
21年3月期第3四半期 5,048 ― △200 ― △256 ― △324 ―

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

22年3月期第3四半期 △39.15 ―
21年3月期第3四半期 △26.86 ―

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

22年3月期第3四半期 6,392 880 13.8 72.95
21年3月期 7,428 1,340 18.0 111.07

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  880百万円 21年3月期  1,340百万円

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   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  無   

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 4,000 △36.8 △490 ― △520 ― △555 ― △46.00
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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）  無  

(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） 

(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 
本資料に記載されている業績予想の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 12,090,000株 21年3月期  12,090,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  26,028株 21年3月期  23,576株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 12,065,190株 21年3月期第3四半期 12,072,025株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、中国を中心とする新興国に牽引される形で穏やかな回
復を続けていますが、欧米先進国では依然として回復が弱い状況が続きました。わが国経済においても、
一部製造業の業況は、政府の経済対策及び外需の回復により好転は見られたものの、輸出の低迷が国内需
要の減少に波及するなど経済活動は極めて低い水準にありました。  
 当社グループを取り巻く環境につきましても、国内企業の設備稼働率の低迷により、輸出企業を中心に
設備投資が依然として減少基調の中で、客先の購買減少が続いており、需要低迷と過当競争により厳しい
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、各種合理化策
による「収益改善」に引き続き取り組んでまいりました。しかし、依然として設備投資が回復しないなど
需要の低迷により当社グループの業績は厳しい結果となりました。  
 この結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、連結売上高は、２，９２０百万円（前年同四半
期比４２.２％減）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に加えて、需要低
迷による製品価格面での過当競争が激化してまいりましたことにより減少いたしました。また、当第３四
半期連結累計期間で、棚卸資産の評価減を６０百万円計上した影響も含め、売上総利益率が大幅低下しま
したことにより、営業損失４２５百万円（前年同四半期は営業損失２００百万円）、経常損失４４６百万
円（前年同四半期は経常損失２５６百万円）、 四半期純損失４７２百万（前年同四半期は純損失３２４
百万円）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１，０３６百万円減少し、
６，３９２百万円となりました。これは主に、現金及び預金が３３０百万円、受取手形及び売掛金３０６
百万円それぞれ減少、及び、たな卸資産が３１３百万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５７６百万円減少し、５，５１２百万円となりました。これは主
に、長期借入金３１７百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金１３９百万円、短期借入金（１年内返
済予定の長期借入金含む）が５１３百万円、及び設備手形を含むその他で１２３百万円それぞれ減少した
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４６０百万円減少し、８８０百万円となりました。これは主
に、当第３四半期累計期間において四半期純損失４７２百万円計上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22年３月期における修正の詳細は、平成22年２月10日発表の「業績予想の修正
ならび経営効率化追加策に関するお知らせ」を参照してください。 
  

  

 該当事項はありません。 
  

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、実施棚卸を省略し、第２四半期連結会計

期間末の実施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。  

  

 該当事項はありません。 

・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)

(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
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(4) 継続企業の前提に関する重要事象等 
当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、売上高が前第３四半期連結累計期間と比べ

著しく減少しており、かつ前連結会計年度から継続して営業損失のマイナスを計上しており、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が生じております。しかし、下記のとおり、各種合理
化策の推進により解消に向けた対応策を実行しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認
められないと判断しております。 
当社グループの主製品であるステンレス価格の下落が３月頃下げ止まりを見せ、当第１四半期以降

上昇に転じました。このため、ニッケルやクロムの原材料価格の上昇分を販売に転嫁して採算確保す
るため９月から１０月にかけて各メーカーは値上げに踏切っており、各流通企業も市況価格が除々に
上昇してきていることから在庫調整が進んできております。しかし、昨年来より民間設備投資が依然
として低迷基調の中で、マーケットの需要低迷が続いている等厳しい状況はしばらく続くものと思わ
れます。 
当該重要事象についての分析・検討内容及び当該重要事象を解消し、又は、改善するための合理化

策を以下のとおり実行に移しております。  
① 役員報酬の２５％～５０％返上  
② 社員の定例給与の５％～１０％返上  
③ 工場稼動休日の設定  
④ ㈱MIEテクノの西宮工場を本社へ移転（１０月より）「移転集約による効率的な生産体制の構築」
等を実施しておりますが、更に「経営効率化追加策」により早期に赤字脱却を図るべく、以下の対
策に取り組んでいきます。 

① 希望退職者募集 
中核企業である㈱MIEテクノ及びその子会社㈱MIEフォワードの正規従業員を対象として１５名と

する。  
 ２月下旬から３月上旬の募集とし、退職日は３月31日とする。  

② 休業日の増加 
現状、生産現場を中心として５日／月程度の休業を設定していますが、１０日／月に倍増し需要

に見合った効率的な生産体制とするものです。２月より実施。 
 事務部門についても４日／月を休業日とします。（営業部門除き） 

③ 西宮工場のグループとしての有効活用  
㈱MIEテクノ西宮工場の機能の本社工場への集約は完了しましたが、㈱ＭＩＥテクノ大阪支店を

西宮工場跡地へ移転した他、グループ全体としての有効活用を図るべくグループの㈱中部マテリア
ルズの大阪支店を西日本支社として同跡地への移転を実施し、今後、関西以西の一大販売・出荷拠
点としていきます。と同時に㈱MIEテクノ、㈱中部マテリアルズの今までの賃貸料の節減に寄与す
るものであります。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 956,156 1,286,927

受取手形及び売掛金 1,231,720 1,538,498

たな卸資産 897,454 1,210,537

繰延税金資産 － 54

その他 56,558 59,078

貸倒引当金 △3,439 △4,957

流動資産合計 3,138,450 4,090,137

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 444,589 471,233

機械装置及び運搬具（純額） 88,773 109,004

土地 2,484,282 2,484,338

その他（純額） 50,563 60,996

有形固定資産合計 3,068,209 3,125,572

無形固定資産 31,008 38,235

投資その他の資産 152,579 172,173

固定資産合計 3,251,797 3,335,981

繰延資産 2,100 2,626

資産合計 6,392,348 7,428,744

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 487,999 627,275

短期借入金 2,485,000 2,687,000

1年内返済予定の長期借入金 391,726 703,239

未払法人税等 1,715 10,461

賞与引当金 9,149 31,185

その他 134,972 258,677

流動負債合計 3,510,563 4,317,837

固定負債   

社債 357,000 409,000

長期借入金 681,022 363,450

再評価に係る繰延税金負債 762,949 762,949

退職給付引当金 104,602 124,387

負ののれん 13,003 18,576

その他 83,119 92,373

固定負債合計 2,001,697 1,770,737

負債合計 5,512,261 6,088,574
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21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 226,400 226,400

利益剰余金 △702,886 △230,476

自己株式 △3,380 △3,175

株主資本合計 20,132 492,748

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,212 △11,167

土地再評価差額金 864,688 864,688

為替換算調整勘定 △5,946 △6,099

評価・換算差額等合計 859,954 847,421

純資産合計 880,087 1,340,169

負債純資産合計 6,392,348 7,428,744
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,048,616 2,920,110

売上原価 4,452,275 2,730,921

売上総利益 596,340 189,189

販売費及び一般管理費 796,438 615,024

営業損失（△） △200,097 △425,835

営業外収益   

受取利息 188 100

受取配当金 1,377 1,838

負ののれん償却額 5,573 5,573

原材料売却益 13,312 －

助成金収入 － 19,583

その他 5,127 10,627

営業外収益合計 25,578 37,723

営業外費用   

支払利息 52,801 49,329

手形売却損 10,790 3,771

社債発行費 11,620 －

その他 6,333 5,099

営業外費用合計 81,545 58,201

経常損失（△） △256,065 △446,313

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,427 1,421

投資有価証券売却益 5,460 －

その他 316 305

特別利益合計 11,204 1,727

特別損失   

固定資産除却損 3,243 2,557

減損損失 525 555

投資有価証券売却損 － 4,616

投資有価証券評価損 31,513 4,014

工場移転費用 － 7,604

その他 157 －

特別損失合計 35,439 19,350

税金等調整前四半期純損失（△） △280,300 △463,936

法人税、住民税及び事業税 35,748 8,460

過年度法人税等 1,714 －

法人税等調整額 6,544 13

法人税等合計 44,007 8,473

四半期純損失（△） △324,307 △472,410
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該当事項はありません。 

  

前第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) 

全セグメントの売上高の合計、営業損失の金額の合計額に占める管継手部門の割合が、いずれも９０％
を越えているため、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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業損失の金額の合計額に占める管継手部門の割合が、いずれも９０％
を越えているため、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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも９０％を越えているため、記載を省略
しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも９０％を越えているため、記載を省略
しております。 

  

前第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) 

海外売上高は、連結売上高の１０％未満のため記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

海外売上高は、連結売上高の１０％未満のため記載を省略しております。 

  

  該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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