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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 2,919 △2.9 197 14.2 214 16.0 128 19.9
23年3月期第2四半期 3,005 0.0 173 8.8 185 10.3 107 6.4

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2四半期 43.62 ―
23年3月期第2四半期 36.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 4,653 2,396 51.5
23年3月期 5,030 2,313 46.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  2,396百万円 23年3月期  2,313百万円

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 ― 10.00 ― 15.00 25.00
24年3月期 ― 10.00
24年3月期（予想） ― 15.00 25.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 6,500 0.2 530 0.5 565 1.8 325 4.1 110.51



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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2Q 4,587,836 株 23年3月期 4,587,836 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,646,952 株 23年3月期 1,646,952 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 2,940,884 株 23年3月期2Q 2,940,950 株

※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、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は終了していません。 

※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数値は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。 
実際の業績等、業況の変化等により予想数値が異なる場合があります。なお、予想に関する事項は、【添付資料】２ページを参照してください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

      当第２四半期累計期間における住宅向けの管工機材業界におきましては、東日本大震災の復旧・復興のための公共

事業等への着手および平成23年７月31日で終了した住宅版エコポイント制度による駆け込み需要や「フラット35Ｓ」

の金利引下げ率の変更などで新設住宅着工戸数は増加傾向にありました。しかし、デフレや円高・株安の進行が景気

動向に大きく影響を及ぼすなかで、同業他社間の競争激化や原油・原材料価格が高値に推移するなど依然として厳し

い状況が続いております。 

    このような状況の中で、当社は、効率を重視した活動の強化とともに、前年に引き続き自社ブランド製品の充実、

物流サービスの差別化などに積極的に取り組み、全社をあげて業績の向上に努めてまいりました。その結果、売上高

は29億１千９百万円（前年同四半期比2.9％減）となりました。利益面では、営業利益１億９千７百万円（前年同四

半期比14.2％増）、経常利益２億１千４百万円（前年同四半期比16.0％増）、四半期純利益１億２千８百万円（前年

同四半期比19.9％増）となりました。 

  

（２）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  

 （イ）資産 

    流動資産の残高は、前事業年度末に比べて３億７千３百万円減少し、37億９千９百万円となりました。 

    これは主に、売上高が減少したため売上債権が減少したことによるものです。 

    固定資産の残高は、前事業年度末に比べて４百万円減少し、８億５千３百万円となりました。     

    この結果、総資産は、前事業年度末に比べて３億７千７百万円減少し、46億５千３百万円となりました。 

  

   （ロ）負債 

      流動負債の残高は、前事業年度末に比べて３億５千６百万円減少し、17億３千４百万円となりました。 

      これは主に、仕入債務が３億１千４百万円減少したことや未払法人税等が減少したことによるものでありま

す。 

      固定負債の残高は、前事業年度末に比べて１億３百万円減少し、５億２千２百万円となりました。 

      これは主に、有利子負債の純減によるものです。 

      この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて４億６千万円減少し、22億５千６百万円となりました。 

  

   （ハ）純資産 

      純資産合計は、前事業年度末に比べて８千３百万円増加し、23億９千６百万円となりました。 

      これは主に、配当金の支払いによる減少はあったものの、当第２四半期累計期間における四半期純利益を計

       上したことによるものです。 

   

     ②キャッシュ・フローの状況 

    当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は11億９千４百万円となり

   前事業年度末に比べ１億２千１百万円の増加となりました。 

  

   （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２億７千５百万円となりました。 

    これは主に、仕入債務の減少や法人税等の支払額などの支出要因があったものの、税引前四半期純利益を２億１

千４百万円計上し、売上債権の減少等で資金の増加があったことによるものであります。 

  

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果、使用した資金は４百万円となりました。 

    これは主に、保険積立金の積立による支出等によるものであります。 

  

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果、使用した資金は１億５千万円となりました。 

    これは主に、有利子負債の純減と配当金の支払いによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、現時点において平成23年８月５日付「平成24年３月期 第１四半期決算短信 

〔日本基準〕（非連結）」にて公表いたしました業績予想に変更はございません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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しております。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表等 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,073,154 1,194,497

受取手形及び売掛金 2,239,973 1,817,323

商品及び製品 739,766 695,257

貯蔵品 11,846 8,366

その他 109,050 84,853

貸倒引当金 △1,400 △1,000

流動資産合計 4,172,391 3,799,298

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 70,531 67,428

土地 369,722 369,722

その他（純額） 14,469 11,971

有形固定資産合計 454,723 449,122

無形固定資産 8,690 7,797

投資その他の資産   

投資有価証券 107,672 105,943

繰延税金資産 123,001 123,693

その他 166,518 169,923

貸倒引当金 △2,712 △2,638

投資その他の資産合計 394,480 396,922

固定資産合計 857,894 853,842

資産合計 5,030,285 4,653,141
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,319,640 1,005,282

短期借入金 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 214,296 214,296

未払法人税等 126,271 90,126

賞与引当金 51,000 49,000

その他 79,215 75,446

流動負債合計 2,090,424 1,734,151

固定負債   

長期借入金 557,112 449,964

役員退職慰労引当金 63,337 66,490

その他 5,770 5,770

固定負債合計 626,219 522,224

負債合計 2,716,644 2,256,375

純資産の部   

株主資本   

資本金 564,952 564,952

資本剰余金 119,774 119,774

利益剰余金 3,587,864 3,672,026

自己株式 △1,966,261 △1,966,261

株主資本合計 2,306,329 2,390,491

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,311 6,274

評価・換算差額等合計 7,311 6,274

純資産合計 2,313,641 2,396,765

負債純資産合計 5,030,285 4,653,141

ミヤコ株式会社（3424）　平成24年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

7



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 3,005,219 2,919,346

売上原価 2,173,261 2,085,509

売上総利益 831,957 833,836

販売費及び一般管理費 658,823 636,150

営業利益 173,134 197,686

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 1,693 1,902

仕入割引 25,752 27,859

その他 5,054 6,380

営業外収益合計 32,500 36,143

営業外費用   

支払利息 9,104 6,246

売上割引 11,410 12,334

その他 6 474

営業外費用合計 20,521 19,055

経常利益 185,114 214,774

税引前四半期純利益 185,114 214,774

法人税等 78,100 86,500

四半期純利益 107,014 128,274
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 185,114 214,774

減価償却費 7,220 6,331

長期前払費用償却額 190 172

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 △2,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,507 3,152

貸倒引当金の増減額（△は減少） 813 △474

受取利息及び受取配当金 △1,694 △1,902

支払利息 9,104 6,246

売上債権の増減額（△は増加） 192,965 435,594

たな卸資産の増減額（△は増加） 85,398 47,989

仕入債務の増減額（△は減少） △87,329 △313,858

その他 △36,424 6,010

小計 357,867 402,035

利息及び配当金の受取額 1,694 1,902

利息の支払額 △9,104 △6,246

法人税等の支払額 △128,832 △121,924

営業活動によるキャッシュ・フロー 221,623 275,767

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △150 △500

投資有価証券の取得による支出 △2,000 －

その他 △3,206 △3,655

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,356 △4,155

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △107,148 △107,148

自己株式の取得による支出 △141 －

配当金の支払額 △48,880 △43,121

財務活動によるキャッシュ・フロー △156,169 △150,269

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 60,097 121,342

現金及び現金同等物の期首残高 1,039,783 1,073,154

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,099,881 1,194,497
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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