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（百万円未満切捨て） 

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

24年６月期 20,382 △1.1 1,257 △4.2 1,142 △2.5 560 74.8
23年６月期 20,606 5.2 1,313 387.5 1,171 777.8 320 338.2

（注）包括利益    24年６月期 164百万円（△46.8％） 23年６月期 309百万円（289.9％） 
 

 
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 ％ ％ ％

24年６月期 48.41 48.32 5.2 5.5 6.2
23年６月期 27.69 － 3.0 5.4 6.4

（参考）持分法投資損益 24年６月期 －百万円 23年６月期 －百万円 

 
(2) 連結財政状態 

 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

24年６月期 20,940 11,160 51.8 937.43
23年６月期 20,460 11,092 52.9 934.39

（参考）自己資本    24年６月期 10,857百万円 23年６月期 10,822百万円 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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

24年６月期 △98 △741 369 2,938
23年６月期 1,676 △495 △1,454 3,592

 
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
配当金総額 

(合計) 
配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年６月期 － 2.00 － 6.00 8.00 92 28.9 0.9
24年６月期 － 5.00 － 9.00 14.00 162 28.9 1.5

25年６月期(予想) － 5.00 － 15.00 20.00  22.1 
 
３．平成25年６月期の連結業績予想（平成24年７月１日～平成25年６月30日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期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） 9,800 3.1 400 △16.1 360 10.7 230 88.0 19.86
通     期 22,100 8.4 1,770 40.7 1,650 44.4 1,050 87.3 90.66

 



 

※ 注記事項 
(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 
 新規 ─ 社（社名） 、除外 ─ 社（社名） 
  
(2) 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 
  
(3) 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 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 448,840株 23年６月期 448,648株
 ③ 期中平均株式数 24年６月期 11,581,959株 23年６月期 11,582,114株
 
 
（参考）個別業績の概要 
 
平成24年６月期の個別業績（平成23年７月１日～平成24年６月30日） 
(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 ％

24年６月期 9,216 △6.8 221 △39.3 462 △16.5 △1,090 －
23年６月期 9,892 20.0 364 － 553 － 353 －

 

 
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

24年６月期 △94.16 －
23年６月期 30.52 －

 
(2) 個別財政状態 

 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

24年６月期 15,671 9,208 57.1 772.20
23年６月期 16,158 10,407 63.0 878.84

（参考） 自己資本    24年６月期 8,943百万円 23年６月期 10,178百万円 

 
 
 
※ 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、

金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは終了しておりません。 

 
※ 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。業績予想の前提となる条件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、添付資料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世界経済は、米国経済はゆるやかな景気回復の動きがみられるものの、欧州諸

国の財政・金融問題の深刻化、中国をはじめとする新興国・アジア地域の成長鈍化など、厳しい状況で推

移いたしました。国内経済は、震災からの復興に伴い住宅やインフラ関連で一部回復がみられましたが、

世界経済の減速や円相場の高止まりにより輸出関連産業を中心に依然として不透明な状況で推移いたしま

した。 

当社グループが属する抵抗溶接機器、レーザ機器及びシステムの市場におきましては、第４四半期にな

って回復傾向は見られるもののハードディスク関連業界及び液晶ディスプレイ関連業界向け売上は低迷し

ましたが、電装品を中心とした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、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比1.1％減の203億82百万円と前連結会計年度に

比較して２億23百万円の減収となりました。 

利益面につきましては、営業利益は12億57百万円と前連結会計年度に比較して55百万円の減益(前連結会

計年度比4.2％減)となりました。これは昨年希望退職者募集を行った子会社であるミヤチシステムズ株式

会社で営業利益が改善したこと、米国及び欧州子会社で増収・増益となったものの、韓国・中国を中心と

したアジアで設備投資抑制の影響を受け減収・減益となったことが主な要因であります。 

また、経常利益は11億42百万円となり、前連結会計年度に比較して29百万円の減益(同2.5％減)となりま

した。 

当期純利益は特別損失としてのれんの減損１億９百万円を計上したこと及び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、

５億60百万円となり、前連結会計年度に比較して２億39百万円の増加(同74.8％増)となりました。当期純

利益が前連結会計年度に比べ増加した主な理由は、前連結会計年度は子会社であるミヤチシステムズ株式

会社での希望退職者募集に伴う損失２億62百万円及び災害による損失48百万円などを計上したためであり

ます。 

 

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。 

（日本） 

売上高は114億24百万円（前連結会計年度比5.4％減）、営業利益は3億16百万円となり、前連結会計年度

比246.7％増となりました。 

売上高減少の主な理由は、アジアでの液晶業界の設備投資抑制によりアジア子会社向けのレーザ機器の

売上が減少したためであります。 

セグメント利益の増加の主な理由は、昨年希望退職者募集を行った子会社であるミヤチシステムズ株式

会社で固定費削減の効果が現れ、営業利益が改善したことによるものです。 

（米国） 

売上高は50億90百万円（前連結会計年度比2.6％増）、営業利益は5億62百万円となり、前連結会計年度

比35.5％増となりました。 

売上高増加の主な理由は、医療、自動車、電子部品業界への抵抗溶接機器の売上が堅調であったことに

加え、レーザ加工機の売上が増加したことによるものであります。 

セグメント利益の増加は、売上高の増加によるものであります。 

（欧州） 

売上高は37億67百万円（前連結会計年度比1.4％増）、営業利益は3億32百万円となり、前連結会計年

度比60.9％増となりました。 

売上高増加の主な理由は、ドイツを中心に自動車、電装品業界向けの抵抗溶接機器及び抵抗・レーザ関

連システムの売上が増加したためであります。 

セグメント利益増加の主な理由は、当連結会計年度は、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。 

(アジア) 

売上高は44億12百万円（前連結会計年度比21.8％減）、営業利益は63百万円となり、前連結会計年度

比92.1％減となりました。 

売上高減少の主な理由は、韓国で液晶ディスプレイ業界への売上が減少したこと及び中国で携帯電話

業界への売上が減少したことによるものであります。 

セグメント利益の減少は、主に売上高の減少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。 

ミヤチテクノス㈱（6885）平成24年６月期決算短信

-2-



③次期の見通し 

今後の見通しについては、日本国内はデジタル家電業界の設備投資抑制は継続するものの、電装品を中

心とした自動車業界、電子部品業界及び再編が一段落したHDD業界の設備投資は増加に転じると考えられま

す。外需は引き続き米国及び欧州は堅調に推移すると考えられます。アジア圏は設備投資の抑制は続くも

のの新興国向けのレーザ機器の投入、及び営業マンの投入により新規顧客の開拓を進めており、次期は増

収を見込め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、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、前期のベトナムに引き続きブラジルに販売サービス拠点を新設し、第

３四半期からその拠点での営業活動を開始する予定です。 

従いまして、次期の連結業績につきましては、売上高221億円、営業利益17億70百万円、経常利益16億50

百万円、当期純利益10億50百万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6.9％増加の153億86百万円となりました。これは、現金及び預

金は減少（６億53百万円）したものの、受取手形及び売掛金が増加（12億67百万円）したこと、及び仕掛

品が増加（３億１百万円）したこと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8.5％減少の55億45百万円となりました。これは、繰延税金資産

が減少（３億20百万円）したこと、及びソフトウエアが減少（２億11百万円）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11.6％増加の79億25百万円となりました。これは、未払金は減

少（４億53百万円）したものの、短期借入金が増加（８億85百万円）したこと、及び支払手形及び買掛金

が増加（４億44百万円）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18.3％減少の18億54百万円となりました。これは、長期借入金

が減少（３億10百万円）したこと、及び社債の減少（２億円）が主な理由であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて0.6％増加の111億60百万円となりました。これは、為替換算調整

勘定は減少（３億81百万円）したものの、利益剰余金が増加（４億33百万円）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６億

53百万円減少の29億38百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果支出した資金は98百万円（前連結会計年度は16億76百万円の収入）となりました。これ

は、主に、税金等調整前当期純利益（12億28百万円）及び減価償却費（７億50百万円）による増加要因が

あったものの、売上債権の増加（14億79百万円）及びたな卸資産の増加（５億61百万円）等の減少要因が

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７億41百万円（前連結会計年度は４億95百万円の支出）となりました。

これは、有形固定資産の取得（７億31百万円）による支出が大きかったためであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は３億69百万円（前連結会計年度は14億54百万円の支出）となりました。

これは主に長期借入金の返済による支出（７億２百万円）、社債の償還による支出（２億円）及び配当金

の支出（１億25百万円）による減少要因があったものの、短期借入れによる収入（９億17百万円）及び長

期借入れによる収入（５億円）が大きかったためであります。 
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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 平成24年６月期

自己資本比率 65.8％ 54.4％ 46.8％ 52.9％ 51.8％

時価ベースの自己資本比率 64.4％ 37.0％ 33.1％ 37.9％ 31.6％

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

インタレスト・カバレッジ・レシオ 45.4倍 －倍 4.2倍 17.7倍 －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月期及び平成24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41期は前回予想の当期純利益７億50百万円には届かなかったものの５億60百万円の当期純利益を計上する

ことができました。 

上記を踏まえ、１株当たり９円の期末配当とさせて頂きました。 

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20円の年間配当（中間配当金５

円、期末配当金15円）とさせて頂く予定です。 
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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 
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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23年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,548,908 2,895,296

受取手形及び売掛金 5,851,938 7,119,870

有価証券 43,297 43,091

商品及び製品 1,648,019 1,511,911

仕掛品 923,309 1,225,153

原材料及び貯蔵品 1,482,840 1,750,352

前払費用 176,067 173,463

繰延税金資産 526,181 540,303

その他 267,389 189,777

貸倒引当金 △78,127 △62,233

流動資産合計 14,389,825 15,386,986

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,508,787 4,576,776

減価償却累計額 △3,030,239 △3,131,135

建物及び構築物（純額） 1,478,547 1,445,641

機械装置及び運搬具 1,046,663 988,284

減価償却累計額 △721,510 △544,294

機械装置及び運搬具（純額） 325,152 443,989

工具、器具及び備品 2,813,205 2,858,610

減価償却累計額 △2,208,060 △2,220,903

工具、器具及び備品（純額） 605,145 637,707

土地 1,559,592 1,524,860

リース資産 70,145 55,679

減価償却累計額 △24,325 △21,452

リース資産（純額） 45,820 34,226

建設仮勘定 50,223 43,654

有形固定資産合計 4,064,482 4,130,080

無形固定資産   

のれん 184,729 551

ソフトウエア 545,785 334,644

その他 171,171 207,286

無形固定資産合計 901,686 542,481

投資その他の資産   

投資有価証券 160,192 133,531

繰延税金資産 649,426 329,252

その他 285,617 410,649

投資その他の資産合計 1,095,236 873,434

固定資産合計 6,061,404 5,545,996

繰延資産   

社債発行費 9,576 7,022

繰延資産合計 9,576 7,022

資産合計 20,460,806 20,940,005
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,760,846 3,204,914

短期借入金 1,072,880 1,958,672

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 652,172 750,000

未払金 730,967 277,363

未払費用 987,921 985,257

未払法人税等 173,336 110,875

役員賞与引当金 10,880 13,900

製品保証引当金 152,754 192,685

災害損失引当金 36,980 －

その他 320,871 231,749

流動負債合計 7,099,610 7,925,416

固定負債   

社債 600,000 400,000

長期借入金 1,445,739 1,135,000

繰延税金負債 960 110,822

退職給付引当金 172,916 153,933

役員退職慰労引当金 9,140 －

その他 40,397 54,728

固定負債合計 2,269,154 1,854,484

負債合計 9,368,764 9,779,900

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 8,327,335

自己株式 △839,641 △839,772

株主資本合計 12,395,419 12,828,599

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 802 △16,357

為替換算調整勘定 △1,574,037 △1,955,110

その他の包括利益累計額合計 △1,573,235 △1,971,468

新株予約権 228,504 264,779

少数株主持分 41,353 38,193

純資産合計 11,092,042 11,160,104

負債純資産合計 20,460,806 20,940,005

ミヤチテクノス㈱（6885）平成24年６月期決算短信

-7-



（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22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 20,606,101 20,382,160

売上原価 10,857,947 10,594,923

売上総利益 9,748,153 9,787,236

販売費及び一般管理費 8,434,603 8,529,271

営業利益 1,313,550 1,257,964

営業外収益   

受取利息 6,087 10,165

受取配当金 3,643 3,707

助成金収入 22,971 12,074

金利スワップ評価益 28,724 11,533

受取賃貸料 8,441 5,845

その他 43,100 30,178

営業外収益合計 112,968 73,505

営業外費用   

支払利息 87,872 87,600

為替差損 121,019 82,053

その他 45,987 19,301

営業外費用合計 254,879 188,955

経常利益 1,171,639 1,142,514

特別利益   

固定資産売却益 4,770 5,534

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 4,770 201,035

特別損失   

固定資産除売却損 11,341 5,371

投資有価証券評価損 83,260 －

減損損失 － 109,184

希望退職者募集に伴う損失 269,069 －

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 48,892 －

特別損失合計 435,817 114,555

税金等調整前当期純利益 740,592 1,228,994

法人税、住民税及び事業税 321,939 310,251

法人税等調整額 88,922 354,150

法人税等合計 410,861 664,402

少数株主損益調整前当期純利益 329,730 564,592

少数株主利益 8,986 3,878

当期純利益 320,744 560,713
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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22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 329,730 564,592

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 26,477 △17,160

為替換算調整勘定 △46,805 △382,931

その他の包括利益合計 △20,327 △400,091

包括利益 309,403 164,500

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 301,734 162,480

少数株主に係る包括利益 7,668 2,019
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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22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,606,113 1,606,113

当期末残高 1,606,113 1,606,113

資本剰余金   

当期首残高 3,734,924 3,734,924

当期末残高 3,734,924 3,734,924

利益剰余金   

当期首残高 7,619,607 7,894,024

当期変動額   

剰余金の配当 △46,328 △127,402

当期純利益 320,744 560,713

当期変動額合計 274,416 433,311

当期末残高 7,894,024 8,327,335

自己株式   

当期首残高 △839,573 △839,641

当期変動額   

自己株式の取得 △68 △130

当期変動額合計 △68 △130

当期末残高 △839,641 △839,772

株主資本合計   

当期首残高 12,121,072 12,395,419

当期変動額   

剰余金の配当 △46,328 △127,402

当期純利益 320,744 560,713

自己株式の取得 △68 △130

当期変動額合計 274,347 433,180

当期末残高 12,395,419 12,828,599

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △25,675 802

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26,477 △17,160

当期変動額合計 26,477 △17,160

当期末残高 802 △16,357

為替換算調整勘定   

当期首残高 △1,528,549 △1,574,037

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,488 △381,072

当期変動額合計 △45,488 △381,072

当期末残高 △1,574,037 △1,955,110

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △1,554,225 △1,573,235

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,010 △398,232

当期変動額合計 △19,010 △398,232

当期末残高 △1,573,235 △1,971,468
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

新株予約権   

当期首残高 209,418 228,504

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,086 36,274

当期変動額合計 19,086 36,274

当期末残高 228,504 264,779

少数株主持分   

当期首残高 33,685 41,353

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,668 △3,160

当期変動額合計 7,668 △3,160

当期末残高 41,353 38,193

純資産合計   

当期首残高 10,809,950 11,092,042

当期変動額   

剰余金の配当 △46,328 △127,402

当期純利益 320,744 560,713

自己株式の取得 △68 △130

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,744 △365,118

当期変動額合計 282,091 68,062

当期末残高 11,092,042 11,160,104
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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22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24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 740,592 1,228,994

減価償却費 726,687 750,068

のれん償却額 84,817 74,993

減損損失 － 109,184

退職給付制度改定益 － △176,300

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,181 △9,201

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,230 △9,140

製品保証引当金の増減額（△は減少） △30,786 46,052

受取利息及び受取配当金 △9,730 △13,725

支払利息 87,872 87,600

売上債権の増減額（△は増加） 1,185,119 △1,479,950

たな卸資産の増減額（△は増加） 213,311 △561,714

仕入債務の増減額（△は減少） △1,335,496 572,151

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,993 8,950

未払金の増減額（△は減少） 437,704 △273,183

未払費用の増減額（△は減少） 276,708 54,994

前受金の増減額（△は減少） △146,372 △103,489

その他 6,636 105,794

小計 2,261,469 412,079

利息及び配当金の受取額 9,875 14,446

利息の支払額 △94,551 △88,034

特別退職金の支払額 － △187,892

法人税等の支払額 △607,285 △338,480

法人税等の還付額 106,749 89,153

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,676,258 △98,728

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 △118,035

定期預金の払戻による収入 － 118,035

有形固定資産の取得による支出 △501,700 △731,437

有形固定資産の売却による収入 8,296 22,275

無形固定資産の取得による支出 △33,668 △22,602

その他 31,401 △9,980

投資活動によるキャッシュ・フロー △495,748 △741,743
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

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） △530,960 917,290

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △652,089 △702,172

社債の償還による支出 △200,000 △200,000

自己株式の取得による支出 △68 △130

配当金の支払額 △47,360 △125,910

その他 △24,172 △19,420

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,454,650 369,656

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,791 △177,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △269,350 △647,959

現金及び現金同等物の期首残高 3,861,556 3,592,206

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △5,859

現金及び現金同等物の期末残高 3,592,206 2,938,387
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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 

連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数   14社(国内１社、海外13社) 

連結子会社名 

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 

米亜基香港有限公司 

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. 

（注)１ 平成23年10月24日をもって、ユニテックイープロGmbHを清算いたしました。 

２ 平成24年６月28日をもって、ユニテックミヤチヨーロッパB.V.を清算いたしました。 

３ 平成24年６月29日をもって、有限会社西原電子の当社保有株式99株全株を譲渡いたしました。 

 

(7) 会計方針の変更（１株当たり情報） 

 当連結会計年度より、「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株当たり当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。 

 なお、これによる影響については、「１株当たり情報」に記載しております。 

 
 

(8) 追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

（改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等） 

 平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正す

る法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の

確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開始する連結会計年度

より法人税率が変更されることとなりました。 

 これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来40.43％となっておりま

したが、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成26年4月1日に開始する連結会計年度までの期間

に解消が見込まれる一時差異等については37.75%に、平成27年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見

込まれる一時差異等については35.38%に変更されます。 

 この税率変更により、当連結会計年度末の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は

44,580千円減少し、法人税等調整額は同額増加しております。 

 また、欠損金の繰越控除制度の変更により、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前

の所得の金額の100分の80相当額が控除限度額とされることに伴い、繰延税金資産の金額は131,370千円減少し、

法人税等調整額は同額増加しております。 
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(9) 連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

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 

前連結会計年度（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 16,300,348 3,151,155 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。 
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当連結会計年度（自  平成23年７月１日  至  平成24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 9,080,815 4,439,201 3,544,105 3,318,037 20,382,160 － 20,382,160

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
2,343,224 651,277 222,913 1,094,652 4,312,068 △4,312,068 

－

計 11,424,040 5,090,479 3,767,018 4,412,689 24,694,228 △4,312,068 20,382,160

セグメント利益 316,286 562,625 332,784 63,611 1,275,309 △17,344 1,257,964

セグメント資産 17,050,999 3,244,251 2,314,229 3,895,327 26,504,808 △5,564,803 20,940,005

その他の項目   

 ①減価償却費 514,960 92,233 32,382 129,086 768,663 △18,594 750,068

 ②のれんの償却額 72,789 － 2,204 － 74,993 － 74,993

 ③有形固定資産及び 
 無形固定資産の 
増加額 

346,500 180,442 22,320 247,963 797,227 △21,788 775,438

(注) １ セグメント利益の調整額△17,344千円は、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△5,564,803千円は、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。 
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（１株当たり情報） 

 
前連結会計年度 

(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 
(自  平成23年７月１日 
  至  平成24年６月30日) 

１株当たり純資産額 934円39銭 937円43銭 

１株当たり当期純利益金額 27円69銭 48円41銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 － 48円32銭 

(注) １ 前連結会計年度の潜在株式調整後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。 

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

項目 
前連結会計年度 

(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 
(自  平成23年７月１日 
  至  平成24年６月30日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(千円) 320,744 560,713 

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) 320,744 560,713 

期中平均株式数(株) 11,582,114 11,581,959 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額(千円) － － 

普通株式増加数(株) － 21,453 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株
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

－ 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「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株当たり当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連結会計年度の潜在株式調整後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。 
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１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度 

(平成23年６月30日) 
当連結会計年度 

(平成24年６月30日) 

純資産の部の合計額(千円) 11,092,042 11,160,104 

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 269,858 302,972 

(うち新株予約権)(千円) (228,504) (264,779)

(うち少数株主持分)(千円) (41,353) (38,193)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 10,822,183 10,857,131 

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) 

11,582,037 11,581,845 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

４．その他 

役員の異動 

①代表取締役の異動 

 該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役 家久 信明（現 常務執行役員情報システム管掌） 

取締役 長島 一行（現 執行役員生産本部長） 

取締役 辻岡 寿康（現 執行役員マーケティング本部長） 

取締役 川村 浩徳（現 中国・台湾総代表） 

・退任予定取締役 

取締役専務 新妻 正行（顧問 就任予定）  

取締役常務 古越 周 

・新任監査役候補 

（常勤）監査役 高階 昌雄（現 執行役員内部統制管掌） 

・退任予定監査役 

（常勤）監査役 齊藤 実 （顧問 就任予定） 

③就任予定日 

平成24年９月26日 
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