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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年６月期第３四半期の連結業績（平成23年７月１日～平成24年３月31日） 
(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６月期第３四半期 14,037 △6.1 561 △37.2 497 △37.6 233 △37.7
23年６月期第３四半期 14,947 19.8 893 － 797 － 375 －

（注）包括利益  24年６月期第３四半期  209百万円（△47.8％）  23年６月期第３四半期  401百万円（－％） 

 

 
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６月期第３四半期 20.18 20.16
23年６月期第３四半期 32.39 －
 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

24年６月期第３四半期 20,068 11,200 54.3 
23年６月期 20,460 11,092 52.9 
（参考）自己資本    24年６月期第３四半期  10,899百万円  23年６月期  10,822百万円 

 
２．配当の状況 

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６月期 － 2.00 － 6.00 8.00
24年６月期 － 5.00 －  
24年６月期(予想)  13.00 18.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 
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、対前期増減率） 

 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

通     期 21,000 1.9 1,500 14.2 1,300 11.0 750 133.8 64.76
（注）１ 直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 
ご参考  

 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

平成23年６月期 20,606 5.2 1,313 387.5 1,171 777.8 320 338.2 27.69
 



 

４．その他 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ：無 
（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  

新規  －社  （社名）、除外  －社  （社名） 
 

(2) 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、添付資料P.３「２.サマリー情報(その他)に関する事項 (２)四半期連結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。 

  
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有 
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 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年６月期３Ｑ 12,030,685株 23年６月期 12,030,685株
②  期末自己株式数 24年６月期３Ｑ 448,788株 23年６月期 448,648株
③  期中平均株式数(四半期累計) 24年６月期３Ｑ 11,581,995株 23年６月期３Ｑ 11,582,125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連結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 

本資料に掲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

る条件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、添付資料P.２「１.当四半期決算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。 
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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 

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国では緩やかな回復傾向が見られるものの、欧州では一

部の国の財政悪化、中国では金融引き締めにより景気が緩やかに減速、その他アジア地域では景気は足踏み状

態になっております。 

日本経済は、東日本大震災による個人消費や企業活動の落ち込みから一部で回復の兆しがみられるものの、

輸出は、欧州経済の停滞やアジア経済の成長鈍化等を背景に弱含みとなっており景気回復には至っておりませ

ん。 

当社グループが属する抵抗溶接機、レーザ機器及びシステムの市場におきましては、液晶ディスプレイ関連

業界及び再編が行われたハードディスク関連業界向け売上は低迷しておりますが、自動車関連業界及び電子部

品業界向け売上は堅調に推移いたしました。 

この結果、グループの連結売上高は140億37百万円、前年同四半期に比較して９億９百万円の減収（前年同四

半期比6.1％減）となりました。また利益面につきましては、営業利益は５億61百万円となり、前年同四半期に

比較して３億32百万円の減益、経常利益は４億97百万円で同３億円の減益、税制改正における法人税率引き下

げ及び欠損金の繰越控除限度額の改正等を受け、繰延税金資産の取り崩しにより税金費用が増加し、四半期純

利益は２億33百万円で同１億41百万円の減益となりました。 

 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

売上高は75億56百万円（前年同四半期比13.8％減）、セグメント損失は58百万円となりました（前年同四半

期は１億25百万円の損失）。売上高減少の主な要因は、自動車関連業界への売上は堅調であったものの、アジ

アへの輸出、特に供給過剰の液晶ディスプレイ業界及び再編が進んだハードディスク業界、及び携帯電話業界

への売上が減少したことによるものであります。セグメント損失の主な要因は、売上高の減少に伴い、人件費

等の固定費の回収をすることができなかったことによるものであります。 

②米国 

売上高は34億３百万円（前年同四半期比5.5％減）、セグメント利益は２億91百万円となり、前年同四半期に

比較して59百万円の減益となりました。売上高減少の主な要因は、現地通貨ベースでは抵抗溶接機の自動車関

連業界及び電子部品業界への売上が伸長したものの、売上の伸長以上に前年同四半期比で円高ドル安が進んだ

ことによるものであります。セグメント利益減少の主な要因は、為替換算による影響及び売上の増加に対応す

るための人員の増強によるものであります。 

③欧州 

売上高は27億25百万円（前年同四半期比0.3％増）、セグメント利益は１億95百万円となり、前年同四半期に

比較して51百万円の増益となりました。売上高増加の主な要因は、抵抗溶接機の自動車関連業界及び電子部品

業界への売上が伸長したことによるものであります。セグメント利益増加の主な要因は、粗利率の高い抵抗溶

接機の売上が増加したことによるものであります。 

④アジア 

売上高は32億59百万円（前年同四半期比17.0％減）、セグメント利益は１億26百万円となり、前年同四半期

に比較して５億５百万円の減益となりました。売上高減少の主な要因は、韓国を中心に液晶ディスプレイ業界

及び携帯電話業界への売上が減少したこと、及び中国の金融引き締めの影響により売上が減少したことによる

ものであります。セグメント利益減少の主な要因は、売上高の減少及び戦略的な人員の増強によるものであり

ます。 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は、前連結会計年度末に比較して1.9％減少の200億68百万円となりました。これは、主に流動資産の

たな卸資産が増加（８億11百万円)したものの、現金及び預金が減少（７億38百万円）したことや受取手形及び

売掛金が減少（３億33百万円）したこと及び流動資産のその他が減少（92百万円）したことによるものであり

ます。 

負債は、前連結会計年度末に比較して5.3％減少の88億67百万円となりました。これは、主に流動負債の短期

借入金が増加（６億86百万円）したものの、流動負債のその他が減少（９億37百万円）したことや長期借入金

が減少（３億１百万円）したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比較して1.0％増加の112億円となりました。これは、主に利益剰余金が増加

（１億６百万円）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 

通期の業績予想につきましては、平成24年２月７日に公表しました予想数値から変更はありません。 

 
- 2 -



ミヤチテクノス㈱（6885）平成24年６月期 第３四半期決算短信 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（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。 

 

(3) 会計方針の変更･会計上の見積りの変更･修正再表示 

（会計方針の変更） 

 第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平

成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

４号 平成22年６月30日）を適用しております。 

 この適用により、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権

利が確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、

ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変

更しております。 

 これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四

半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。 

 

 

- 3 -



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)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,548,908 2,810,483

受取手形及び売掛金 5,851,938 5,518,681

有価証券 43,297 44,670

商品及び製品 1,648,019 1,734,785

仕掛品 923,309 1,317,940

原材料及び貯蔵品 1,482,840 1,812,628

その他 969,638 876,841

貸倒引当金 △78,127 △67,524

流動資産合計 14,389,825 14,048,506

固定資産   

有形固定資産 4,064,482 4,184,687

無形固定資産   

のれん 184,729 128,484

その他 716,956 588,418

無形固定資産合計 901,686 716,902

投資その他の資産 1,095,236 1,110,935

固定資産合計 6,061,404 6,012,525

繰延資産 9,576 7,661

資産合計 20,460,806 20,068,693

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,760,846 2,755,867

短期借入金 1,072,880 1,759,465

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 652,172 752,172

未払法人税等 173,336 191,526

賞与引当金 － 186,357

役員賞与引当金 10,880 －

製品保証引当金 152,754 151,485

災害損失引当金 36,980 －

その他 2,039,760 1,102,020

流動負債合計 7,099,610 7,098,895

固定負債   

社債 600,000 400,000

長期借入金 1,445,739 1,144,110

退職給付引当金 172,916 161,892

役員退職慰労引当金 9,140 －

その他 41,357 62,983

固定負債合計 2,269,154 1,768,985

負債合計 9,368,764 8,867,881
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31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 7,894,024 8,000,395

自己株式 △839,641 △839,736

株主資本合計 12,395,419 12,501,696

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 802 4,564

為替換算調整勘定 △1,574,037 △1,606,687

その他の包括利益累計額合計 △1,573,235 △1,602,122

新株予約権 228,504 255,139

少数株主持分 41,353 46,099

純資産合計 11,092,042 11,200,811

負債純資産合計 20,460,806 20,068,693
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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22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 14,947,163 14,037,483

売上原価 7,869,270 7,276,448

売上総利益 7,077,893 6,761,035

販売費及び一般管理費 6,184,093 6,199,713

営業利益 893,799 561,321

営業外収益   

受取利息 3,717 6,146

受取配当金 1,760 1,967

助成金収入 21,196 11,571

金利スワップ評価益 21,841 11,624

受取賃貸料 9,847 5,439

その他 23,763 22,290

営業外収益合計 82,127 59,040

営業外費用   

支払利息 67,863 62,337

為替差損 77,156 49,929

その他 33,003 10,302

営業外費用合計 178,023 122,569

経常利益 797,903 497,791

特別利益   

固定資産売却益 3,120 2,262

退職給付制度改定益 － 176,300

災害損失引当金戻入額 － 19,200

特別利益合計 3,120 197,763

特別損失   

固定資産除売却損 10,291 4,465

投資有価証券評価損 8,947 －

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 －

災害損失引当金繰入額 60,816 －

特別損失合計 103,308 4,465

税金等調整前四半期純利益 697,715 691,089

法人税等 314,130 453,492

少数株主損益調整前四半期純利益 383,584 237,596

少数株主利益 8,441 3,822

四半期純利益 375,142 233,774
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 383,584 237,596

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24,807 3,762

為替換算調整勘定 43,169 △31,727

その他の包括利益合計 18,362 △27,964

四半期包括利益 401,947 209,632

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 393,119 204,886

少数株主に係る四半期包括利益 8,827 4,745
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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) セグメント情報等 

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第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） 

１  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 
（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)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

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。 

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

金額的重要性が低いため、記載を省略しています。 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自  平成23年７月１日  至  平成24年３月31日） 

１  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 
（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)１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)２ 

売上高   

外部顧客への売上高 5,998,638 2,999,995 2,585,605 2,453,244 14,037,483 － 14,037,483

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,558,283 403,194 140,059 806,685 2,908,222 △2,908,222 －

計 7,556,921 3,403,190 2,725,664 3,259,929 16,945,705 △2,908,222 14,037,483

セグメント利益 

又は損失(△) 
△58,526 291,666 195,016 126,830 554,988 6,333 561,321

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額6,333千円は、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。 

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

金額的重要性が低いため、記載を省略しています。 

 

 

(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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