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1.  平成23年6月期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年6月期 20,606 5.2 1,313 387.5 1,171 777.8 320 338.2
22年6月期 19,591 15.5 269 ― 133 ― 73 ―

（注）包括利益 23年6月期 309百万円 （―％） 22年6月期 △546百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年6月期 27.69 ― 3.0 5.4 6.4
22年6月期 6.32 ― 0.7 0.6 1.4

（参考） 持分法投資損益 23年6月期  ―百万円 22年6月期  ―百万円

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 20,460 11,092 52.9 934.39
22年6月期 22,577 10,809 46.8 912.34

（参考） 自己資本   23年6月期  10,822百万円 22年6月期  10,566百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年6月期 1,676 △495 △1,454 3,592
22年6月期 381 45 628 3,861

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年6月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 23 31.6 0.2
23年6月期 ― 2.00 ― 6.00 8.00 92 28.9 0.9
24年6月期(予想) ― 7.00 ― 17.00 24.00 25.3

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30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）

 

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) 11,100 9.7 500 △22.4 350 △28.0 340 31.2 29.36
通期 24,000 16.5 1,700 29.4 1,500 28.0 1,100 243.0 94.97



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(注)詳細は、14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 448,648 株 22年6月期 448,530 株
③ 期中平均株式数 23年6月期 11,582,114 株 22年6月期 11,582,207 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年6月期の個別業績（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年6月期 9,892 20.0 364 ― 553 ― 353 ―
22年6月期 8,246 △4.5 △855 ― △664 ― △511 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年6月期 30.52 ―
22年6月期 △44.20 ―

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 16,158 10,407 63.0 878.84
22年6月期 17,634 10,054 55.8 850.03

（参考） 自己資本 23年6月期  10,178百万円 22年6月期  9,845百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きが実施中です。   

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている予想は、当社が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、今後様々な要因によっ
て予想値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の利用に当たっての注意事項等については、２ページ「１．経営成績（１）経営成績
に関する分析」をご覧ください。                                                                                 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、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、緩やかながら

おおむね順調に推移しました。しかしながら３月に発生した東日本大震災の影響による企業の生産活動の

低下や円相場の高止まりから、景気の先行きが不透明な状況となりました。 

このような経済環境の下で、当社グループは2010年から「新市場への挑戦」をテーマに３か年の中期経

営計画をスタートいたしました。初年度にあたる本年、地域として成長著しい中国・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、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比5.2％増の206億６百万円と前連結会計年度に

比較して10億14百万円の増加となりました。 

利益面につきましては、営業利益は13億13百万円と前連結会計年度に比較して10億44百万円の増加

(387.5%増)となりました。これはミヤチシステムズ株式会社を除くほとんどの子会社で売上高が増加した

こと、売上の回復に伴う固定費回収及びコスト削減などによる原価率改善が主な原因であります。 

また、経常利益は11億71百万円となり、前連結会計年度に比較して10億38百万円の増加(777.8%増)とな

りました。 

当期純利益は特別損失として、子会社であるミヤチシステムズ株式会社で実施した希望退職者募集に伴

う退職特別加算金等262百万円、投資有価証券評価損83百万円及び東日本大震災による損失48百万円を計上

した結果３億20百万円となり、前連結会計年度に比較して２億47百万円の増加(338.2%増)となりました。 

 

②セグメント別の状況 

セグメントの営業概要は次のとおりであります。 

ア 日本 

売上高は120億79百万円（前連結会計年度比6.1％増）、営業利益は91百万円となり、前連結会計年度比

８億62百万円の増加となりました。 

売上高増加の主な理由は、システム売上はハードディスク業界などの設備投資抑制の影響を受け減少し

たものの、抵抗溶接機器及びレーザ機器の売上が、電装品、電子部品、電池、携帯電話及びモータ業界向

けに増加したためであります。 

営業利益の主な理由は、売上高増加に伴い利益率が改善したこと、人件費等の固定費の削減を継続して

いることによるものです。 

イ 米国 

売上高は49億60百万円(前連結会計年度比20.8％増）、営業利益は４億15百万円となり、前連結会計年度

比24百万円の増加（6.3％増）となりました。売上高増加の主な理由は、医療、自動車、電子部品及び電池

業界への抵抗溶接機器の売上が増加したことであります。営業利益の増加は、売上高の増加によるもので

あります。 

ウ 欧州 

売上高は37億16百万円(前連結会計年度比7.6％減）となり、前連結会計年度比３億５百万円の減少、営

業利益は２億６百万円となり、前連結会計年度比１億19百万円の増加（138.3％増）となりました。 

売上高減少の主な理由は、自動車、電装品業界向けの売上が増加したものの、携帯電話会社への大型シ

ステム製品の売上が減少したためであります。 

営業利益増加の主な理由は、当連結会計年度は、粗利率の低いシステム売上が減少したことによる粗利

率の改善によるものであります。 

エ アジア 

売上高は56億45百万円(前連結会計年度比47.1％増）、営業利益は８億１百万円となり、前連結会計年度

比２億44百万円の増加（44.1％増）となりました。 

売上高増加の主な理由は、韓国子会社で電池及びディスプレイ業界へのレーザ溶接装置の販売が増加し

たこと及び中国子会社でモバイル機器及びモータなどのシステムメーカ業界、自動車電装品及び電子部品

業界への抵抗溶接機器及びレーザ機器の販売が増加したことであります。営業利益増加は、主に売上高の

増加によるものであります。 

 

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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③次期の見通し 

今後の見通しについては、外需はアジア圏が引続き設備投資を牽引していくと考えられます。主要顧客

の自動車関連業界や電気・電子部品業界は、引き続き新興国を中心に設備投資を進めるものと見込んでお

り、当社のレーザ機器、抵抗溶接機器、システム製品の需要については、次期も堅調に推移するものと予

想しています。 

新興国でのシェア拡大については、成長著しい中国、インド、その他アジア諸国、ブラジルの市場での

ビジネス拡大を目指しています。具体的には、ベトナム及びブラジルにサービス拠点を新設し、さらに韓

国の工場も現在拡張工事を行っています。タイではすでに工場建設を完了しており、当第１四半期の稼動

を目指しています。 

このような状況のもと、当社グループは受注・売上の確保、コストダウンによる収益確保及び生産体制

の合理化・効率化による体質改善に努めてまいります。 

次期の連結業績につきましては、売上高240億円、営業利益17億円、経常利益15億円、当期純利益11億円

を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.1％減少の143億89百万円となりました。これは、当社グルー

プの当第４四半期連結会計期間の売上が前第４四半期連結会計期間に比べ減少したことによる受取手形及

び売掛金の減少（12億14百万円）が主な理由であります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて10.0％減少の60億61百万円となりました。これは、繰延税金資

産が減少（３億円）したこと、及び無形固定資産が減少（２億99百万円）したことが主な理由であります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて15.0％減少の70億99百万円となりました。これは、未払金は増

加（４億70百万円）したものの、支払手形及び買掛金が減少（13億51百万円）したこと、及び短期借入金

が減少（５億13百万円）したことが主な理由であります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて33.5％減少の22億69百万円となりました。これは、長期借入金

の減少（６億52百万円）、退職給付引当金の減少（２億97百万円）及び社債の減少（２億円）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2.6％増加の110億92百万円となりました。これは、利益剰余

金が増加（２億74百万円）したことが主な理由であります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度に比べて２億

69百万円減少の35億92百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は16億76百万円（前連結会計年度は３億81百万円の収入）となりました。

これは、主に、仕入債務の減少（13億35百万円）による減少要因があったものの、税金等調整前当期純利

益（７億40百万円）、減価償却費（７億26百万円）、売上債権の減少（11億85百万円）等の増加要因が大

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) 

投資活動の結果支出した資金は４億95百万円（前連結会計年度は45百万円の収入）となりました。これ

は、有形固定資産の取得（５億１百万円）による支出が主な理由であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果支出した資金は14億54百万円（前連結会計年度は６億28百万円の収入）となりました。

これは主に短期借入金の返済による支出（５億30百万円）、長期借入金の返済による支出（６億52百万

円）及び社債の償還による支出（２億円）によるものであります。 
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（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期 平成22年６月期 平成23年６月期

自己資本比率 69.2％ 65.8％ 54.4％ 46.8％ 52.9％

時価ベースの自己資本比率 120.8％ 64.4％ 37.0％ 33.1％ 37.9％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 0.2年 0.6年 －年 14.1年 2.4年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 45.1倍 45.4倍 －倍 4.2倍 17.7倍

(注) １ 上記計算は、次のとおり行っています。 

・自己資本比率：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

２ いずれも連結財務数値により計算しております。 

３ 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

４ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての

負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を

使用しております。 

５ 平成21年６月期は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため、キャッシュ・フロー対

有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の基本的な株主還元指針として、配当性向を25％としております。 

これは、開発投資に売上高比約８％を確保し、今後の新興地域への投資を考えた内部留保を勘案しておりま

す。さらに、バランスシート改善のためデッド・エクイティー・レシオ0.3倍を目標とすることを指針としてお

ります。 

第40期は期初予想の当期純利益３億80百万円には届かなかったものの３億20百万円の当期純利益を計上する

ことができました。 

従いまして、期初の予想通り１株当たり６円の期末配当とさせて頂きたく、ご理解をお願い申し上げます。 

なお、次期の年間配当額は来年度の業績見通しを勘案した上で、１株当たり24円の年間配当（中間配当金７

円、期末配当金17円）とさせていただく予定です。 

 

 

- 4 -



ミヤチテクノス㈱（6885）平成23年６月期決算短信 
 

 

２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

Spirit of Innovation をDNAとする当社の体質を更に強化し、収益力のある会社として発展させていくこと

を基本方針としています。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は体質の強化、収益力のある会社を基本方針に掲げており、収益性の観点から営業利益を目標とする経

営指標とし、財務体質の強化に取り組んでまいります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループの体質を強化し、収益力のある会社として発展させていくためにお客さまの生産の革新に寄与

する商品・サービスをスピードをもって市場に導入できる①開発力②生産力③営業力を更にグローバルに強化

します。特に、中国、インドをはじめとする新興国へのビジネスに注力いたします。 

また、これを実現するために意思決定のスピードの速い組織とし、人材を育成し、目標を貫徹する企業文化

を根付かせ、育む努力をいたします。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社グループの経営で大切なことは、設備投資サイクルの影響をできるだけ少なくして利益を上げていくこ

とだと考えており、下記の５つの項目を重要な経営課題ととらえております。 

①成長著しい中国、インド、その他アジア諸国、ブラジルの市場でのビジネス拡大 

②自動車用電池、太陽電池、医療機器など成長分野・業界での強固なポジションの確立 

③お客さまの効率的な生産に寄与できる新製品を開発・提供し、買い換え需要を喚起 

④製品販売のほか、継続して利益をもたらす保守・サービス等のストックビジネスの拡大 

⑤固定費の変動費化の推進 

 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,814,182 3,548,908

受取手形及び売掛金 7,066,873 5,851,938

有価証券 47,374 43,297

商品及び製品 1,492,802 1,648,019

仕掛品 1,218,648 923,309

原材料及び貯蔵品 1,578,389 1,482,840

前払費用 157,211 176,067

繰延税金資産 327,373 526,181

その他 187,667 267,389

貸倒引当金 △57,489 △78,127

流動資産合計 15,833,033 14,389,825

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,451,040 4,508,787

減価償却累計額 △2,922,296 △3,030,239

建物及び構築物（純額） 1,528,743 1,478,547

機械装置及び運搬具 933,747 1,046,663

減価償却累計額 △653,521 △721,510

機械装置及び運搬具（純額） 280,225 325,152

工具、器具及び備品 2,679,864 2,813,205

減価償却累計額 △2,080,638 △2,208,060

工具、器具及び備品（純額） 599,225 605,145

土地 1,538,651 1,559,592

リース資産 62,555 70,145

減価償却累計額 △22,694 △24,325

リース資産（純額） 39,861 45,820

建設仮勘定 35,546 50,223

有形固定資産合計 4,022,254 4,064,482

無形固定資産   

のれん 269,546 184,729

ソフトウエア 755,111 545,785

その他 176,818 171,171

無形固定資産合計 1,201,477 901,686

投資その他の資産   

投資有価証券 216,858 160,192

繰延税金資産 949,643 649,426

その他 341,779 285,617

投資その他の資産合計 1,508,281 1,095,236

固定資産合計 6,732,013 6,061,404

繰延資産   

社債発行費 12,129 9,576

繰延資産合計 12,129 9,576

資産合計 22,577,177 20,460,806
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,112,240 2,760,846

短期借入金 1,586,000 1,072,880

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 652,089 652,172

未払金 271,635 730,967

未払費用 708,145 987,921

未払法人税等 116,915 173,336

役員賞与引当金 － 10,880

製品保証引当金 182,067 152,754

災害損失引当金 － 36,980

その他 525,672 320,871

流動負債合計 8,354,766 7,099,610

固定負債   

社債 800,000 600,000

長期借入金 2,097,911 1,445,739

繰延税金負債 － 960

退職給付引当金 470,341 172,916

役員退職慰労引当金 5,910 9,140

その他 38,297 40,397

固定負債合計 3,412,460 2,269,154

負債合計 11,767,226 9,368,764

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 7,619,607 7,894,024

自己株式 △839,573 △839,641

株主資本合計 12,121,072 12,395,419

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △25,675 802

為替換算調整勘定 △1,528,549 △1,574,037

その他の包括利益累計額合計 △1,554,225 △1,573,235

新株予約権 209,418 228,504

少数株主持分 33,685 41,353

純資産合計 10,809,950 11,092,042

負債純資産合計 22,577,177 20,460,806
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 19,591,791 20,606,101

売上原価 11,499,110 10,857,947

売上総利益 8,092,680 9,748,153

販売費及び一般管理費 7,823,211 8,434,603

営業利益 269,468 1,313,550

営業外収益   

受取利息 10,573 6,087

受取配当金 4,058 3,643

助成金収入 27,154 22,971

金利スワップ評価益 22,305 28,724

受取賃貸料 25,375 8,441

その他 17,335 43,100

営業外収益合計 106,802 112,968

営業外費用   

支払利息 96,414 87,872

売上割引 1,611 －

為替差損 123,581 121,019

その他 21,183 45,987

営業外費用合計 242,792 254,879

経常利益 133,479 1,171,639

特別利益   

固定資産売却益 25,679 4,770

受取保険金 50,533 －

特別退職金戻入額 49,212 －

新株予約権戻入益 14,481 －

特別利益合計 139,908 4,770

特別損失   

固定資産除売却損 18,441 11,341

投資有価証券売却損 11,213 －

投資有価証券評価損 － 83,260

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 － ※２  48,892

希望退職者募集に伴う損失 － ※１  269,069

特別損失合計 36,784 435,817

税金等調整前当期純利益 236,602 740,592

法人税、住民税及び事業税 286,659 321,939

法人税等調整額 △129,421 88,922

法人税等合計 157,238 410,861

少数株主損益調整前当期純利益 － 329,730

少数株主利益 6,168 8,986

当期純利益 73,195 320,744
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 329,730

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 26,477

為替換算調整勘定 － △46,805

その他の包括利益合計 － ※２  △20,327

包括利益 － ※１  309,403

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 301,734

少数株主に係る包括利益 － 7,668
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,606,113 1,606,113

当期末残高 1,606,113 1,606,113

資本剰余金   

前期末残高 3,734,924 3,734,924

当期末残高 3,734,924 3,734,924

利益剰余金   

前期末残高 7,546,412 7,619,607

当期変動額   

剰余金の配当 － △46,328

当期純利益 73,195 320,744

当期変動額合計 73,195 274,416

当期末残高 7,619,607 7,894,024

自己株式   

前期末残高 △839,415 △839,573

当期変動額   

自己株式の取得 △157 △68

当期変動額合計 △157 △68

当期末残高 △839,573 △839,641

株主資本合計   

前期末残高 12,048,034 12,121,072

当期変動額   

剰余金の配当 － △46,328

当期純利益 73,195 320,744

自己株式の取得 △157 △68

当期変動額合計 73,037 274,347

当期末残高 12,121,072 12,395,419

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 47,305 △25,675

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72,981 26,477

当期変動額合計 △72,981 26,477

当期末残高 △25,675 802

為替換算調整勘定   

前期末残高 △976,506 △1,528,549

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △552,042 △45,488

当期変動額合計 △552,042 △45,488

当期末残高 △1,528,549 △1,574,037

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △929,200 △1,554,225

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △625,024 △19,010

当期変動額合計 △625,024 △19,010

当期末残高 △1,554,225 △1,573,235
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

新株予約権   

前期末残高 222,432 209,418

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,014 19,086

当期変動額合計 △13,014 19,086

当期末残高 209,418 228,504

少数株主持分   

前期末残高 25,200 33,685

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,484 7,668

当期変動額合計 8,484 7,668

当期末残高 33,685 41,353

純資産合計   

前期末残高 11,366,466 10,809,950

当期変動額   

剰余金の配当 － △46,328

当期純利益 73,195 320,744

自己株式の取得 △157 △68

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △629,554 7,744

当期変動額合計 △556,516 282,091

当期末残高 10,809,950 11,092,042
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 236,602 740,592

減価償却費 687,154 726,687

のれん償却額 87,484 84,817

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,011 18,181

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,230 3,230

製品保証引当金の増減額（△は減少） 62,841 △30,786

受取利息及び受取配当金 △14,632 △9,730

支払利息 96,414 87,872

売上債権の増減額（△は増加） △2,791,778 1,185,119

たな卸資産の増減額（△は増加） △163,257 213,311

仕入債務の増減額（△は減少） 2,280,286 △1,335,496

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,313 2,993

未払金の増減額（△は減少） △12,824 437,704

未払費用の増減額（△は減少） △285,022 276,708

前受金の増減額（△は減少） 284,670 △146,372

その他 60,316 6,636

小計 518,160 2,261,469

利息及び配当金の受取額 14,322 9,875

利息の支払額 △90,121 △94,551

法人税等の支払額 △184,804 △607,285

法人税等の還付額 124,298 106,749

営業活動によるキャッシュ・フロー 381,855 1,676,258

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △76

定期預金の払戻による収入 302,100 －

有形固定資産の取得による支出 △329,932 △501,700

有形固定資産の売却による収入 85,212 8,296

無形固定資産の取得による支出 △24,262 △33,668

ゴルフ会員権の売却による収入 16,045 －

その他 △3,295 31,401

投資活動によるキャッシュ・フロー 45,868 △495,748

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） △1,011,160 △530,960

長期借入れによる収入 1,015,000 －

長期借入金の返済による支出 △342,800 △652,089

社債の発行による収入 986,593 －

社債の償還による支出 － △200,000

自己株式の取得による支出 △157 △68

配当金の支払額 △3,277 △47,360

その他 △16,104 △24,172

財務活動によるキャッシュ・フロー 628,092 △1,454,650

現金及び現金同等物に係る換算差額 △239,712 4,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 816,104 △269,350

現金及び現金同等物の期首残高 3,045,452 3,861,556

現金及び現金同等物の期末残高 3,861,556 3,592,206
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません 

 

 

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成21年７月１日 

至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年７月１日 

至 平成23年６月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。

連結子会社の数は15(国内２、海外
13社)であり、連結子会社名は「企業集
団の状況」に記載しているため記載を
省略しております。 

なお、平成22年６月にエフ・エム・
イー株式会社を清算いたしました。 

 連結子会社の数は17社（国内２社、

海外15社）であり、主要な連結子会社

の社名は以下のとおりであります。 

ミヤチシステムズ株式会社 

ミヤチコーリアコーポレーション 
米亜基貿易(上海)有限公司 

上海米亜基光電機械有限公司 

台湾米亜基股份有限公司 

ミヤチタイランドCo.,LTD. 

ミヤチマニュファクチャリングタ
イランドCo.,LTD. 

ミヤチベトナムCo.,LTD. 

ミヤチインドPvt.LTD 

ミヤチユニテックコーポレーショ
ン 

ミヤチヨーロッパGmbH 

ミヤチヨーロッパB.V. 

ミヤチヨーロッパkft. 

 なお、ミヤチマニュファクチャリン
グタイランドCo.,LTD.及びミヤチベト
ナムCo.,LTD.については、当連結会計
年度において新たに設立したため、連
結の範囲に含めております。 

２ 会計処理基準に関する事
項 

重要な引当金の計上基準 

──── 災害損失引当金 

 当社及び国内主要連結子会社では、
東日本大震災により被災した資産の復
旧等に要する支出に備えるため、当連
結会計年度末における見積額を計上し
ております。 
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(7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 

(自 平成21年７月１日 

至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年７月１日 

至 平成23年６月30日) 

（退職給付引当金に関する会計基準） 

 当社及び国内主要連結子会社は当連結会計年度よ
り、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その
３）」（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を
適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

──── 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準） 

 当社及び国内主要連結子会社は、請負工事に係る収
益の計上基準について、従来、工事完成基準を適用し
ておりましたが、当連結会計年度より、「工事契約に
関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12
月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27
日）を適用し、当連結会計年度に着手した工事契約か
ら、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の
確実性が認められる工事については工事進行基準（工
事の進捗率の見積もりは原価比例法）を、その他の工
事については工事完成基準を適用しております。 

 なお、当連結会計年度においては工事進行基準を適
用している工事がないため、これによる損益に与える
影響はありません。 

──── 

──── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「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 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連
結会計年度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3,672千
円減少し、税金等調整前当期純利益が19,925千円減少
しております。 

 
 

(8)追加情報 

前連結会計年度 

(自 平成21年７月１日 

至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年７月１日 

至 平成23年６月30日) 

────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会
計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）
を適用しております。ただし、「その他の包括利益累
計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結
会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評
価・換算差額等合計」の金額を記載しております。 
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(9)連結財務諸表に関する注記事項 

（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度（自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日） 

※１ 希望退職者募集に伴う損失 

希望退職者募集に伴う損失は主にミヤチシステムズ株式会社のものであり、その内訳は次のとおりで

あります。 

特別退職加算金 187,892千円

大量退職に伴う退職給付制度の一部終了損失 49,114千円

再就職支援費用 25,800千円

なお、大量退職に伴う退職給付制度の一部終了損失の内訳は、次のとおりであります。 

退職給付債務の減少額 △1,372千円

数理計算上の差異償却額 50,486千円

 

※２ 災害による損失 

当社及び連結子会社では、東日本大震災により損傷を受けた資産の復旧等に要する費用を計上してお

ります。 

なお、災害による損失の内訳は次のとおりであります。 

災害損失引当金繰入額 36,980千円

資産の原状回復費用 11,911千円

計 48,892千円

 

（連結包括利益計算書関係） 

当連結会計年度（自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 △551,828千円

少数株主に係る包括利益 5,313千円

計 △546,515千円

 

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △72,981千円

為替換算調整勘定 △552,897千円

計 △625,879千円
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（セグメント情報等） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「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】 

前連結会計年度 

(自 平成21年７月１日 

至 平成22年６月30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) 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

 売上高    

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
8,826,484 3,740,173 3,869,290 3,155,843 19,591,791 － 19,591,791

 (2)セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

2,560,697 367,971 152,579 681,545 3,762,794 (3,762,794) －

計 11,387,181 4,108,145 4,021,870 3,837,388 23,354,585 (3,762,794) 19,591,791

 営業費用 12,158,865 3,717,398 3,935,089 3,281,279 23,092,632 (3,770,310) 19,322,322

 営業利益 

又は営業損失(△) 
△771,683 390,746 86,780 556,109 261,953 7,515 269,468

Ⅱ 資産 19,300,600 2,813,066 1,971,428 4,031,826 28,116,922 (5,539,745) 22,577,177

(注) １ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

２ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額はありません。 

３ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(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) 各区分に属する主な国又は地域 

欧州………ドイツ、オランダ、フランス 

アジア……韓国、中国、台湾、タイ、インド 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度 

(自 平成21年７月１日  

 至 平成22年６月30日)  

アメリカ 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,866,158 3,090,511 5,598,073 11,554,742

Ⅱ 連結売上高（千円）  19,591,791

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合
（％） 

14.6 15.8 28.6 59.0

(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(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) 各区分に属する主な国又は地域 

アメリカ………米国、カナダ、中南米 

欧州………ドイツ、オランダ、フランス 

アジア……韓国、中国、台湾、タイ、インド 
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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あります。 

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、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表の作成方法と同一であります。セグメン

ト間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日） 
（単位：千円） 

報告セグメント 
 

日本 米国 欧州 アジア 計 

調整額 
(注) 

合計 

売上高   

(1)外部顧客への売上高 7,940,026 4,546,505 3,577,871 4,541,696 20,606,101 － 20,606,101

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
4,139,337 414,400 138,244 1,103,691 5,795,674 △5,795,674 

－

計 12,079,364 4,960,906 3,716,116 5,645,388 26,401,775 △5,795,674 20,606,101

セグメント利益 91,240 415,367 206,765 801,102 1,514,476 △200,925 1,313,550

セグメント資産 16,436,729 3,014,774 2,309,070 4,465,087 26,225,662 △5,764,856 20,460,806

その他の項目   

 ①減価償却費 514,723 80,901 31,876 122,448 749,950 △23,262 726,687

 ②のれんの償却額 82,613 － 2,204 － 84,817 － 84,817

 ③有形固定資産及び 
 無形固定資産の 
増加額 

189,671 146,466 77,076 168,043 581,257 △24,400 556,857

(注) １ セグメント利益の調整額△200,925千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント資産の調整額△5,764,856千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

４ 減価償却費の調整額は、セグメント間の連結調整の影響額であります。 

５ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間の連結調整の影響額であります。 

 

(追加情報) 

 当連結会計年度より「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。 
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(１株当たり情報) 

前連結会計年度 

(自 平成21年７月１日 

至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年７月１日 

至 平成23年６月30日) 

１株当たり純資産額 912円34銭

１株当たり当期純利益 6円32銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
については、希薄化効果を有している潜在株式が存
在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
については、希薄化効果を有している潜在株式が存
在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 934円39銭

１株当たり当期純利益 27円69銭

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度 

（平成22年６月30日) 

当連結会計年度 

（平成23年６月30日) 

純資産の部の合計額（千円） 10,809,950 11,092,042 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 243,103 269,858 

 （うち新株予約権） （209,418） （228,504）

 （うち少数株主持分） （33,685） （41,353）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 10,566,846 10,822,183 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数（株） 

11,582,155 11,582,037 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年７月１日 

至 平成22年６月30日)

当連結会計年度 

(自 平成22年７月１日 

至 平成23年６月30日)

１株当たり当期純利益(△損失) 

 当期純利益（千円） 73,195 320,744 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 73,195 320,744 

 期中平均株式数（株） 11,582,208 11,582,114 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 当期純利益調整額（千円） － － 

 普通株式増加数（株） － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

会社法第236条、第238条
及び第239条に基づく新
株予約権の目的となる株
式の数 

平成15年12月18日の定時
株主総会決議 

15,000株

平成16年９月28日の定時
株主総会決議 

65,600株

平成18年９月27日の定時
株主総会決議 

204,100株

平成19年７月25日の取締
役会決議 

54,000株

会社法第236条、第238条
及び第239条に基づく新
株予約権の目的となる株
式の数 

平成16年９月28日の定時
株主総会決議 

65,600株

平成18年９月27日の定時
株主総会決議 

190,300株

平成19年７月25日の取締
役会決議 

54,000株

平成22年９月28日の定時
株主総会 

329,200株
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(重要な後発事象) 

 

前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

当社は平成23年７月１日に適格退職年金制度を廃止し、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度

へ移行しております。この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しています。これにより、翌連結会計年度において退

職給付制度終了益（特別利益）として176百万円を計上する見込みであります。 
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５．その他 

(1) 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) その他役員の異動（平成23年９月28日付予定） 

・新任取締役候補 

取締役常務執行役員 情報システム・総務・内部統制管掌  甲山 喜代志 

（現 常務執行役員 情報システム・総務・内部統制管掌） 

取締役常務執行役員 マーケティング本部長  内田 髙弘 

（現 常務執行役員 マーケティング本部長） 

取締役 ミヤチコーリアコーポレーション社長  朴 承寛 

（現 ミヤチコーリアコーポレーション社長） 

 

・退任予定取締役 

取締役 ミヤチシステムズ担当  折笠 親一 
（現 ミヤチシステムズ代表取締役会長） 

取締役専務執行役員 プロダクトサポート管掌  齊藤 実 

（常勤監査役 就任予定） 

 

・新任監査役候補 

常勤監査役  齊藤 実（現 取締役専務執行役員 プロダクトサポート管掌） 

 

・辞任予定監査役 

常勤監査役  佐藤 昭男（顧問 就任予定） 
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