
平成22年6月期 第3四半期決算短信 

平成22年5月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ミヤチテクノス株式会社 上場取引所 東 
コード番号 6885 URL http://www.miyachi.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小宮山 邦彦
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部副本部長 （氏名） 金澤 裕 TEL 03-5246-6700(代)
四半期報告書提出予定日 平成22年5月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22年3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6月期第3四半期 12,472 0.2 △965 ― △991 ― △865 ―
21年6月期第3四半期 12,450 ― △794 ― △1,213 ― △1,015 ―

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6月期第3四半期 △74.72 ―
21年6月期第3四半期 △87.64 ―

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6月期第3四半期 21,527 10,374 47.1 875.03
21年6月期 20,448 11,366 54.4 959.98

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  10,134百万円 21年6月期  11,118百万円

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  
平成22年６月期期末の１株当たり配当金については未定です。 

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6月期 ― 8.00 ― 0.00 8.00
22年6月期 ― 0.00 ―
22年6月期 

（予想）
― ―

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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 18,500 9.1 150 ― 100 ― △320 ― △27.63

- 1 -



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、４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、４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 
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３ページ【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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第3四半期 12,030,685株 21年6月期  12,030,685株
② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期  448,530株 21年6月期  448,314株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第3四半期 11,582,224株 21年6月期第3四半期 11,582,527株
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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３四半期連結累計期間における当社グループをとりまく経済環境は、アメリカでは信用収縮の継続や雇

用の悪化などによる懸念事項はあるものの、景気後退から脱却し、緩やかに持ち直しました。ヨーロッパでは、

各国による景気対策、輸出の増加により景気は底を打ったものの、ギリシャ問題などの影響もあり、回復力は

まだ弱い状態であります。アジアでは中国の１月～３月期のGDP成長率が11.9％と２四半期連続で10％を超える

高成長を維持し、また韓国も前期比1.8％の成長となりました。日本では雇用情勢の悪化やデフレなど厳しい状

況にあるものの、輸出の増加や個人消費を中心に景気の持ち直しの傾向が見られるようになりました。 

このような経済環境の下で、当社グループは受注・売上の確保、固定費・変動費の削減による損益の改善に

取り組んで参りました。中国・韓国子会社では需要は急回復、米国子会社でも回復傾向にあります。また日本

国内においても第３四半期に入って徐々に回復に転じる兆しが見え始めました。 

この結果、グループの連結売上高は124億72百万円（前年同期比0.2％増）となりました。利益面につきまし

ては、固定費の削減を推進したものの、セールスミックスの変化及び競争激化による販売価格の低下により営

業損失は９億65百万円となり、前年同期と比較して１億70百万円の悪化となりました。経常損失は９億91百万

円となりましたが為替差損等が減少し、前年同期と比較して２億22百万円好転いたしました。四半期純損失に

つきましては、繰延税金資産の取崩し等により法人税等がマイナス12百万円となった結果、８億65百万円とな

りましたが、前年同期と比較して１億49百万円好転いたしました。 

連結受注高は135億66百万円で、前年同期比19.4％増となりました。 

当社グループの業績を四半期単位で見ますと、リーマンショック以降大きく落ち込んだ業績も平成21年前半

には底を打った感があり、当期に入ってからは、当第１四半期連結会計期間の受注高が35億17百万円、同売上

高30億48百万円、秋口以降の当第２四半期連結会計期間の受注高が47億８百万円、同売上高が46億65百万円、

当第３四半期会計期間の受注高が53億40百万円、同売上高が47億58百万円と回復してまいりました。当第３四

半期末の受注残高は当第２四半期末に比較して10億96百万円の上積みとなり54億20百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)財政状態の変動状況 

総資産は、前連結会計年度末に比べて5.3％増加の215億27百万円となりました。これは、現金及び預金が増

加（８億12百万円）したこと、受取手形及び売掛金が増加（５億59百万円）したことが主な理由であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて22.8％増加の111億52百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金

が増加（11億55百万円）したこと、社債を発行（10億円）したことが主な理由であります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて8.7％減少の103億74百万円となりました。これは、主に四半期純

損失により利益剰余金が減少（８億65百万円）したこと及び円高により為替換算調整勘定が減少（97百万円）

したことによるものであります。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は41億58百万円となり、

前連結会計年度末に比べ、11億13百万円増加しました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動に使用された資金は前年同期に比べ２億70百万円減少し、70百万円となりました。 

これは主に仕入債務の増加（11億70百万円）、減価償却費（５億９百万円）という資金増加要因があったも

のの、税金等調整前四半期純損失（８億76百万円）、売上債権の増加（６億13百万円）、利息の支払額（86百

万円）、その他（１億75百万円）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） 

投資活動によって得られた資金は前年同期に比べ12億２百万円増加し、１億33百万円となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出（２億34百万円）という資金減少要因があったものの、定期預金

の払戻による収入（３億２百万円）という資金増加要因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） 

財務活動によって得られた資金は前年同期に比べ３億83百万円減少し、11億30百万円となりました。これは

主に長期借入れによる収入（10億円）及び社債発行による収入（９億86百万円）が短期借入金の純減額（５億

78百万円）及び長期借入金の返済による支出（２億65百万円）を超過したこと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 

通期業績予想につきましては、修正しております。詳細につきましては本日発表の「繰延税金資産
の一部取崩し及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
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４．その他 

(1)期中における重要な子会社の異動（連結の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 簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法） 

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、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等のたな卸資

産で帳簿価額を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 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（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 

・ 表示方法の変更 

（四半期損益計算書） 

前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取賃貸料」は、営業外収

益総額の100分の20を越えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、

前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は7,630千円であります。 
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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22年３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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,109,047 3,296,062

受取手形及び売掛金 5,182,179 4,622,675

有価証券 49,798 51,390

商品及び製品 1,461,230 1,645,041

仕掛品 1,661,978 1,262,410

原材料及び貯蔵品 1,337,182 1,512,859

その他 905,806 856,735

貸倒引当金 △72,662 △71,148

流動資産合計 14,634,561 13,176,025

固定資産   

有形固定資産 4,153,711 4,225,368

無形固定資産   

のれん 290,751 357,031

その他 1,000,008 1,179,736

無形固定資産合計 1,290,759 1,536,767

投資その他の資産 1,435,014 1,510,782

固定資産合計 6,879,485 7,272,918

繰延資産 13,406 －

資産合計 21,527,453 20,448,943

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,195,237 2,039,349

短期借入金 2,058,539 2,633,310

1年内償還予定の社債 200,000 －

1年内返済予定の長期借入金 732,209 265,000

未払法人税等 37,451 14,697

賞与引当金 123,617 －

製品保証引当金 128,486 138,278

その他 1,269,010 1,707,310

流動負債合計 7,744,552 6,797,946

固定負債   

社債 800,000 －

長期借入金 2,085,000 1,809,829

退職給付引当金 487,574 441,324

引当金 5,103 2,680

その他 30,483 30,695

固定負債合計 3,408,161 2,284,530

負債合計 11,152,714 9,082,476
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３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６月30日) 

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 6,680,933 7,546,412

自己株式 △839,573 △839,415

株主資本合計 11,182,397 12,048,034

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,479 47,305

為替換算調整勘定 △1,074,168 △976,506

評価・換算差額等合計 △1,047,688 △929,200

新株予約権 209,418 222,432

少数株主持分 30,612 25,200

純資産合計 10,374,739 11,366,466

負債純資産合計 21,527,453 20,448,943
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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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 12,450,462 12,472,058

売上原価 6,766,059 7,648,834

売上総利益 5,684,403 4,823,223

販売費及び一般管理費 6,479,304 5,788,633

営業損失（△） △794,900 △965,410

営業外収益   

受取利息 15,259 8,223

受取配当金 2,389 2,135

助成金収入 － 26,755

受取賃貸料 － 19,285

金利スワップ評価益 － 15,176

その他 13,707 15,729

営業外収益合計 31,355 87,306

営業外費用   

支払利息 57,634 91,208

為替差損 314,899 2,913

その他 77,725 19,297

営業外費用合計 450,259 113,419

経常損失（△） △1,213,804 △991,522

特別利益   

固定資産売却益 30,165 24,382

受取保険金 － 50,420

特別退職金戻入額 － 50,535

新株予約権戻入益 － 14,481

特別利益合計 30,165 139,820

特別損失   

固定資産除売却損 14,272 17,676

投資有価証券評価損 17,263 －

ゴルフ会員権売却損 － 7,129

その他 1,175 －

特別損失合計 32,710 24,805

税金等調整前四半期純損失（△） △1,216,349 △876,508

法人税等 △203,489 △12,834

少数株主利益 2,254 1,805

四半期純損失（△） △1,015,114 △865,478
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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)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31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（△） △1,216,349 △876,508

減価償却費 554,297 509,882

のれん償却額 42,652 66,279

製品保証引当金の増減額（△は減少） △41,860 △6,020

受取利息及び受取配当金 △17,648 △10,359

支払利息 57,634 91,208

売上債権の増減額（△は増加） 3,166,291 △613,896

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,730,930 △114,402

仕入債務の増減額（△は減少） △711,459 1,170,131

その他 146,432 △175,651

小計 249,059 40,663

利息及び配当金の受取額 17,820 10,220

利息の支払額 △59,847 △86,258

法人税等の支払額 △547,984 △34,920

営業活動によるキャッシュ・フロー △340,951 △70,295

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 103,166 302,133

有形固定資産の取得による支出 △420,217 △234,220

有形固定資産の売却による収入 112,097 79,158

無形固定資産の取得による支出 △280,297 △22,575

投資有価証券の売却による収入 － 4,269

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△583,972 －

その他 － 4,984

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,069,224 133,748

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） △262,908 △578,648

長期借入れによる収入 2,079,500 1,000,000

長期借入金の返済による支出 － △265,000

社債の発行による収入 － 986,593

配当金の支払額 △302,394 △2,658

その他 △263 △9,759

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,513,932 1,130,526

現金及び現金同等物に係る換算差額 △258,747 △80,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △154,989 1,113,393

現金及び現金同等物の期首残高 3,073,569 3,045,452

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,918,579 4,158,846

ミヤチテクノス㈱（6885）平成22年６月期　第３四半期決算短信

- 8 -



ミヤチテクノス㈱（6885）平成22年６月期 第３四半期決算短信 
 

(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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31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 5,341,852 2,449,104 2,553,361 2,106,145 12,450,462 － 12,450,462

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,957,300 272,567 72,841 600,285 2,902,995 (2,902,995) －

計 7,299,152 2,721,671 2,626,202 2,706,430 15,353,458 (2,902,995) 12,450,462

営業利益又は営業損失(△) △752,873 △140,476 △101,750 195,666 △799,435 4,534 △794,900

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 欧州……ドイツ、オランダ、フランス 

(2) アジア…韓国、中国、台湾、タイ 

 
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31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 5,591,202 2,386,046 2,632,100 1,862,708 12,472,058 － 12,472,058

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,427,399 220,209 113,549 421,432 2,182,591 (2,182,591) －

計 7,018,602 2,606,256 2,745,649 2,284,140 14,654,649 (2,182,591) 12,472,058

営業利益又は営業損失(△) △1,409,987 112,615 △12,534 286,201 △1,023,705 58,295 △965,410

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 欧州……ドイツ、オランダ、フランス 

(2) アジア…韓国、中国、台湾、タイ 
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〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

 アメリカ 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,100,575 2,469,767 2,754,498 7,324,842

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 12,450,462

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

16.9 19.8 22.1 58.8

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アメリカ…米国、カナダ、中南米 

(2) 欧州………ドイツ、オランダ、フランス 

(3) アジア……韓国、中国、台湾、タイ 

３ 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。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日） 

 アメリカ 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,802,044 2,064,350 3,426,305 7,292,700

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 12,472,058

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

14.4 16.6 27.5 58.5

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アメリカ…米国、カナダ、中南米 

(2) 欧州………ドイツ、オランダ、フランス 

(3) アジア……韓国、中国、台湾、タイ 

３ 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。 

 

 

(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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