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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 1,287 27.3 25 ― 13 ― 10 ―
23年3月期第1四半期 1,010 6.0 △80 ― △82 ― △98 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 13百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △104百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 0.90 ―
23年3月期第1四半期 △8.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 6,098 705 11.6
23年3月期 6,023 691 11.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  705百万円 23年3月期  691百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 2,318 17.0 107 ― 80 ― 72 ― 5.97
通期 4,597 7.3 206 ― 155 ― 136 ― 11.28



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であります。また、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のレビュー手続きは終了しております。 

※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見通し等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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 12,090,000 株 23年3月期 12,090,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 29,827 株 23年3月期 29,827 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 12,060,173 株 23年3月期1Q 12,063,372 株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、長期傾向を呈してきた円高、株安、デフレ経済の進
行などで、下ぶれ懸念材料が多く、これまで景気回復の牽引役であった輸出に加え、個人消費も急速に落
ち込むなど、厳しい状況で推移してまいりました。また、東日本大震災による社会的インフラの直接的被
害のみならず、福島原発事故による電力供給不安や風評被害などにより雇用、所得環境への不安が一層高
まっているなど、取り巻く経営環境は極めて厳しい状況となっております。 
  当社グループを取り巻く環境につきましても、流通を含めた在庫の適正化等の環境改善は進んだもの
の、民間設備投資関連が依然として低迷しており、こうした需要の弱さは販売価格にも影響を及ぼし、思
うように適正価格への是正効果が図れず、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、製造原価低減にも努めるとともに、各種合理化策による「収益改善」
にも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状況が続いているなど、
需要の低迷により当社グループの業績は低調な結果となりました。  
 この結果、当第１四半期連結会計期間におきましては、連結売上高は、１，２８７百万円（前年同四半
期比２７．３％増）となりました。売上総利益は、原材料価格の上昇に見合った販売価格水準の是正を行
うなどの対策を講じてきたことによりまして、売上総利益率が１７．０％（前年同四半期は１１．１％）
で前年同四半期比５．９ポイント向上いたしました。しかし、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用に
より、１１百万円簿価を切り下げた影響も含め、売上総利益率が低下しました。この影響によりまして営
業利益２５百万円（前年同四半期は営業損失８０百万円）、経常利益１３百万円（前年同四半期は経常損
失８２百万円）、四半期純利益１０百万円（前年同四半期は四半期純損失９８百万円）となりました。 

  

当第１四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７５百万円増加し、６，０
９８百万円となりました。これは主に、現金及び預金が２０百万円、受取手形及び売掛金６０百万円それ
ぞれ増加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６２百万円増加し、５，３９３百万円となりました。これは主
に、社債が２６百万円、長期借入金が１８百万円それぞれ減少しましたが、支払手形及び買掛金が９１百
万円、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）が２４百万円それぞれ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１３百万円増加し、７０５百万円となりました。これは主に、
当第１四半期累計期間において四半期純利益１０百万円計上により増加したものであります。 

  

当連結会計年度（平成24年3月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高４，５９７百万円、連結
経常利益１５５百万円、連結当期純利益１３６百万円を見込んでおります。 
  

  
  

  

  

  

１．当四半期決算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

（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
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２．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 807,580 828,036

受取手形及び売掛金 1,236,891 1,297,146

たな卸資産 771,744 774,405

その他 47,114 49,638

貸倒引当金 △2,888 △3,363

流動資産合計 2,860,442 2,945,864

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 403,926 396,290

機械装置及び運搬具（純額） 58,646 56,003

土地 2,484,201 2,484,201

その他（純額） 32,202 29,475

有形固定資産合計 2,978,977 2,965,971

無形固定資産 21,031 18,829

投資その他の資産 161,478 167,207

固定資産合計 3,161,487 3,152,007

繰延資産 1,225 1,050

資産合計 6,023,155 6,098,922

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 575,909 667,187

短期借入金 2,695,950 2,729,200

1年内返済予定の長期借入金 210,359 202,026

未払法人税等 4,531 3,935

賞与引当金 11,000 8,586

その他 120,906 125,757

流動負債合計 3,618,656 3,736,691

固定負債

社債 305,000 279,000

長期借入金 493,074 474,826

再評価に係る繰延税金負債 762,949 762,949

退職給付引当金 74,368 67,935

負ののれん 3,639 1,832

その他 73,667 70,126

固定負債合計 1,712,699 1,656,669

負債合計 5,331,355 5,393,361
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30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 △889,661 △878,796

自己株式 △3,544 △3,544

株主資本合計 △166,805 △155,940

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,517 3,828

土地再評価差額金 864,688 864,688

為替換算調整勘定 △7,600 △7,016

その他の包括利益累計額合計 858,605 861,500

純資産合計 691,799 705,560

負債純資産合計 6,023,155 6,098,922
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 1,010,675 1,287,007

売上原価 898,722 1,067,732

売上総利益 111,953 219,274

販売費及び一般管理費 192,869 193,620

営業利益又は営業損失（△） △80,915 25,654

営業外収益

受取利息 29 626

受取配当金 870 765

負ののれん償却額 1,857 1,807

助成金収入 10,773 －

設備賃貸料 1,537 1,750

その他 481 2,453

営業外収益合計 15,549 7,403

営業外費用

支払利息 14,720 13,166

手形売却損 1,309 1,793

その他 1,471 4,622

営業外費用合計 17,501 19,582

経常利益又は経常損失（△） △82,867 13,475

特別利益

貸倒引当金戻入額 866 －

賞与引当金戻入額 11,150 －

受取保険金 15,000 －

特別利益合計 27,016 －

特別損失

固定資産除却損 45 6

減損損失 81 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20,491 －

役員弔慰金 15,000 －

退職特別加算金 1,436 －

特別損失合計 37,055 6

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（△）

△92,906 13,468

法人税、住民税及び事業税 5,184 2,852

法人税等調整額 － △248

法人税等合計 5,184 2,603

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△98,091 10,865

四半期純利益又は四半期純損失（△） △98,091 10,865

㈱ＭＩＥコーポレーション(3442)平成24年３月期第１四半期決算短信

― 5 ―



四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△98,091 10,865

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,876 2,310

為替換算調整勘定 52 584

その他の包括利益合計 △6,824 2,895

四半期包括利益 △104,916 13,760

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △104,916 13,760
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該当事項はありません。 

  

  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）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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