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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成23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 ％

23年6月期第3四半期 14,947 19.8 893 ― 797 ― 375 ―
22年6月期第3四半期 12,472 0.2 △965 ― △991 ― △865 ―

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

23年6月期第3四半期 32.39 ―
22年6月期第3四半期 △74.72 ―

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

23年6月期第3四半期 20,314 11,169 53.7 941.68
22年6月期 22,577 10,809 46.8 912.34

（参考） 自己資本   23年6月期第3四半期  10,906百万円 22年6月期  10,566百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年6月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
23年6月期 ― 2.00 ―
23年6月期 

（予想）
6.00 8.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 21,000 7.2 1,100 308.2 1,000 649.2 380 419.2 32.81



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。又、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取
引法に基づく四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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、四半期決算短信（添付資料）２ページ１.
当四半期の連結業績等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をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 23年6月期3Q  12,030,685株 22年6月期  12,030,685株
② 期末自己株式数 23年6月期3Q  448,588株 22年6月期  448,530株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期3Q  11,582,125株 22年6月期3Q  11,582,224株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(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世界経済は、中国をはじめとしたアジア諸国の成長に加え、米国での景

気回復や、一部の国で信用不安問題はあるもののドイツを中心とした欧州での持ち直しにより、緩やかな景気

回復が継続しました。 

日本経済は、アジア向けを中心に輸出及び生産の増加や政策効果により企業業績・収益の改善が見られまし

たが、失業率が依然として高いこと、円高の継続など厳しい状況が続きました。また、平成23年３月11日に発

生した東北地方太平洋沖地震は、大津波や福島原発事故などを引き起こし、我が国に甚大な被害をもたらして

おり、日本経済にも生産減、個人消費の低迷など大きな影響を及ぼしつつあります。 

このような状況の中、当社グループは第３次中期経営計画の初年度にあたる本年、地域として中国・韓国を

中心としたアジアでの事業拡大、分野としてモバイル機器、自動車用電池及び医療機器業界など成長分野での

事業拡大を図ってまいりました。 

この結果、グループの連結売上高は149億47百万円（前年同期比19.8％増）となりました。また利益面につき

ましては、営業利益は８億93百万円となり、前年同期に比較して18億59百万円の増加、経常利益は７億97百万

円で同17億89百万円の増加、四半期純利益は３億75百万円で同12億40百万円の増加となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

総資産は、前連結会計年度末に比べて10.0％減少の203億14百万円となりました。これは、主に受取手形及び

売掛金の減少（18億94百万円）、現金及び預金の減少（１億27百万円）によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて22.3％減少の91億44百万円となりました。これは、主に支払手形及び買

掛金の減少（16億11百万円）、長期借入金の減少（６億51百万円）及び社債の減少（２億円）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て3.3％増加の111億69百万円となりました。これは、主に利益剰余

金が増加（３億21百万円）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 

最近の業績動向等を踏まえ、平成23年２月８日に公表した通期連結業績予想を修正しております。詳細は、

本日別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

- 2 -



ミヤチテクノス㈱（6885）平成23年６月期 第３四半期決算短信 
 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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、たな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

半期純利益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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。 

なお、当社の資産除去債務は建物等の賃借契約の原状回復義務に関するものであり、賃借契約に関する

敷金が資産に計上されていることから、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上

に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち過年度及

び当期の負担に属する金額を損失及び費用に計上する方法を採用しております。 

これにより営業利益、経常利益がそれぞれ2,796千円減少し、税金等調整前四半期純利益が19,049千円減

少しております。 
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3. 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23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22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,686,806 3,814,182

受取手形及び売掛金 5,171,987 7,066,873

有価証券 44,579 47,374

商品及び製品 1,543,607 1,492,802

仕掛品 1,319,070 1,218,648

原材料及び貯蔵品 1,550,764 1,578,389

その他 668,981 672,252

貸倒引当金 △64,919 △57,489

流動資産合計 13,920,878 15,833,033

固定資産   

有形固定資産 3,984,467 4,022,254

無形固定資産   

のれん 205,933 269,546

その他 774,872 931,930

無形固定資産合計 980,806 1,201,477

投資その他の資産 1,417,639 1,508,281

固定資産合計 6,382,912 6,732,013

繰延資産 10,214 12,129

資産合計 20,314,005 22,577,177

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,501,076 4,112,240

短期借入金 1,455,510 1,586,000

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 652,172 652,089

未払法人税等 178,749 116,915

賞与引当金 205,415 －

製品保証引当金 198,842 182,067

災害損失引当金 60,816 －

その他 1,139,653 1,505,453

流動負債合計 6,592,235 8,354,766

固定負債   

社債 600,000 800,000

長期借入金 1,446,282 2,097,911

退職給付引当金 456,862 470,341

引当金 8,333 5,910

その他 41,267 38,297

固定負債合計 2,552,745 3,412,460

負債合計 9,144,981 11,767,226
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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22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 7,941,457 7,619,607

自己株式 △839,604 △839,573

株主資本合計 12,442,890 12,121,072

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △50,483 △25,675

為替換算調整勘定 △1,485,765 △1,528,549

評価・換算差額等合計 △1,536,248 △1,554,225

新株予約権 219,868 209,418

少数株主持分 42,512 33,685

純資産合計 11,169,024 10,809,950

負債純資産合計 20,314,005 22,577,177
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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21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 12,472,058 14,947,163

売上原価 7,648,834 7,869,270

売上総利益 4,823,223 7,077,893

販売費及び一般管理費 5,788,633 6,184,093

営業利益又は営業損失（△） △965,410 893,799

営業外収益   

受取利息 8,223 3,717

受取配当金 2,135 1,760

助成金収入 26,755 21,196

受取賃貸料 19,285 9,847

金利スワップ評価益 15,176 21,841

その他 15,729 23,763

営業外収益合計 87,306 82,127

営業外費用   

支払利息 91,208 67,863

為替差損 2,913 77,156

その他 19,297 33,003

営業外費用合計 113,419 178,023

経常利益又は経常損失（△） △991,522 797,903

特別利益   

固定資産売却益 24,382 3,120

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 139,820 3,120

特別損失   

固定資産除売却損 17,676 10,291

投資有価証券評価損 － 8,947

ゴルフ会員権売却損 7,129 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,253

訴訟和解金 － 7,000

災害による損失 － 60,816

特別損失合計 24,805 103,308

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△876,508 697,715

法人税等 △12,834 314,130

少数株主損益調整前四半期純利益 － 383,584

少数株主利益 1,805 8,441

四半期純利益又は四半期純損失（△） △865,478 375,142
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 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 

 

 

〔海外売上高〕 

前第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。 
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

当社グループは、国内外でレーザ機器及び抵抗溶接機器など産業用電気機械器具を生産し、グローバルサプラ

イヤーとして世界各国に製品を提供しております。当社及び現地法人は、それぞれ独立した経営単位であり、販

売する製品並びに販売形態については各地域で戦略、方針及び目標を立案し、事業活動を行っております。 

したがって、当社の報告セグメントは生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、

「日本」、「米国」、「欧州」(主としてドイツ、オランダ)、「アジア」(主として中国、韓国)の４つを報告セ

グメントとしております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年７月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

日本 米国 欧州 アジア 合計 

調整額 

（注１） 

四半期連結

損益計算書

計上額 

売上高    

外部顧客への 

売上高 
5,949,381 3,303,399 2,640,787 3,053,595 14,947,163 － 14,947,163

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

2,819,001 298,929 77,582 875,338 4,070,852 △4,070,852 －

計 8,768,382 3,602,329 2,718,370 3,928,933 19,018,016 △4,070,852 14,947,163

セグメント利益 

又は損失(△) 
△125,131 351,443 143,973 632,457 1,002,743 △108,943 893,799

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△108,943千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

(5) 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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(6) 重要な後発事象 

当社の連結子会社であるミヤチシステムズ株式会社は、平成23年４月27日開催の同社取締役会において、

以下のとおり希望退職者の募集を行うことを決議いたしました。 

 

１．希望退職者募集の理由 

設備投資の動向は依然として不透明感が拭えない状況の下、当社グループ各社は徹底した経営の効率

化・合理化等によってコスト削減、経費圧縮に全社を挙げて取り組んでおります。しかしながら、シス

テム事業においては今後も厳しい経営環境が続くことが見込まれます。当社の連結子会社であるミヤチ

システムズ株式会社は、激変する経営環境に対応するには抜本的な収益構造の改革に取り組むことが急

務であると判断し、収益の規模に見合う人員構成とするべく、希望退職者を募集することといたしまし

た。 

 

２．希望退職者募集の概要 

①募集対象者 ミヤチシステムズ株式会社に在籍する退職日現在、原則として満40歳以上の正社

員 

②募集人数 40名程度 

③募集期間 平成23年４月28日～平成23年５月31日（予定） 

④退職日 原則として平成23年６月20日 

⑤優遇措置 通常の会社都合退職金に加え、特別加算金を上乗せ支給するとともに、希望者に

対しては再就職支援会社を通じた再就職支援を行う。 

 

３．損益に与える影響 

第40期（平成23年６月期）において割増退職金等を特別損失に計上する予定でありますが、現時点で

は退職者が確定していないため損益に与える影響は未確定であります。 
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