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 (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 ％25年6月期第1四半期 3,992 △11.3 △266 ― △298 ― △271 ―24年6月期第1四半期 4,500 △9.4 87 △56.7 △86 ― 15 △37.7（注）包括利益 25年6月期第1四半期 △289百万円 （―％） 24年6月期第1四半期 △466百万円 （―％）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25年6月期第1四半期 △23.45 ―24年6月期第1四半期 1.33 ―総資産 純資産 自己資本比率百万円 百万円 ％25年6月期第1四半期 19,992 10,775 52.324年6月期 20,940 11,160 51.8（参考） 自己資本   25年6月期第1四半期  10,461百万円 24年6月期  10,857百万円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24年6月期 ― 5.00 ― 9.00 14.0025年6月期 ―25年6月期（予想） 5.00 ― 15.00 20.003. 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） 
（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) 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



(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  ：  有   （注） 詳細は、添付資料P.３「２.サマリー情報（注記事項）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 
(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。 

※  注記事項新規 ―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   ：  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   ：  有④ 修正再表示   ：  無① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年6月期1Q 12,030,685 株 24年6月期 12,030,685 株② 期末自己株式数 25年6月期1Q 448,840 株 24年6月期 448,840 株③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期1Q 11,581,845 株 24年6月期1Q 11,582,020 株
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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１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では回復に翳りがみられ、欧州では債務危機に伴う景

気減速、中国及び新興国でも景気拡大のテンポが緩やかになっております。 

日本経済は、世界景気の減速、円高の影響を受けて輸出減や設備投資、個人消費の伸び悩みから先行き不透

明な状況が続きました。 

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、自動車関連業界及びス

マートフォン関連業界向け売上は比較的好調だったものの、液晶ディスプレイ関連業界、コンピュータ関連業

界及び太陽光発電業界向け売上は低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39億92百万円、前年同四半期に比較して５億７百万円の減収（前年同四

半期比11.3％減）となりました。また利益面につきましては、営業損失は２億66百万円となり、前年同四半期

に比較して３億54百万円の減益、経常損失は２億98百万円で同２億12百万円の減益、四半期純損失は２億71百

万円で同２億86百万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20億80百万円（前年同四半期比13.0％減）、セグメント損失は４億40百万円となりました（前年同

四半期は１億40百万円の損失）。売上高減少の主な要因は、自動車関連業界及びスマートフォン関連業界への

売上は堅調であったものの、アジアへの輸出、特に設備投資を抑制している韓国及び経済成長が鈍化しつつあ

り、またレーザ機器の競争が激しくなっている中国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及び一部

のシステム売上で仕様変更によるコストが売上を上回ったためであります。今後はシステム商談の原価管理及

びコストダウンを強力に推進していく所存であります。 

②米国 

売上高は９億８百万円（前年同四半期比12.4％減）、セグメント利益は４百万円となり、前年同四半期に比

較して75百万円の減益となりました。売上高減少の主な要因は、レーザ機器売上は増加したものの、抵抗溶接

機器売上が減少したことによります。顧客からの商談は引き続き好調ですが、設備投資の決定が慎重になって

おります。セグメント利益減少の主な要因は、販売管理費を削減したものの、売上減少による売上総利益の減

少を補えなかったことによるものであります。 

③欧州 

売上高は７億10百万円（前年同四半期比24.0％減）、セグメント利益は43百万円となり、前年同四半期に比

較して21百万円の増益となりました。売上高減少の主な要因は、抵抗溶接機の売上は堅調であったものの、前

年同四半期に計上した携帯電話会社向け大型システム製品の売上がなかっ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10億23百万円（前年同四半期比8.1％減）、セグメント利益は27百万円となり、前年同四半期に比較

して51百万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電子部

品業界への売上が減少したこと、及び中国経済の成長鈍化の影響及び競争激化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4.5％減少の199億92百万円となりました。これは、主に流動資産の

たな卸資産が増加（３億29百万円)したものの、受取手形及び売掛金が減少（10億24百万円）したこと、及び現

金及び預金が減少（２億57百万円）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5.8％減少の92億17百万円となりました。これは、主に長期借入金が増

加（４億65百万円）したものの、流動負債の短期借入金が減少（４億97百万円）したこと、及び支払手形及び

買掛金が減少（１億81百万円）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3.4％減少の107億75百万円となりました。これは、主に利益剰余金

が減少（３億75百万円）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 

平成24年８月10日に公表しました予想数値から変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年７月１

日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この減価償却方法の変更による影響は軽微であります。 
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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24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,895,296 2,638,234

受取手形及び売掛金 7,119,870 6,095,156

有価証券 43,091 495

商品及び製品 1,511,911 1,797,526

仕掛品 1,225,153 1,341,571

原材料及び貯蔵品 1,750,352 1,677,404

その他 903,544 913,786

貸倒引当金 △62,233 △62,861

流動資産合計 15,386,986 14,401,312

固定資産   

有形固定資産 4,130,080 4,188,023

無形固定資産   

のれん 551 －

その他 541,930 505,913

無形固定資産合計 542,481 505,913

投資その他の資産 873,434 890,856

固定資産合計 5,545,996 5,584,794

繰延資産 7,022 6,384

資産合計 20,940,005 19,992,491

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,204,914 3,023,741

短期借入金 1,958,672 1,461,540

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 750,000 860,000

未払法人税等 110,875 24,174

賞与引当金 － 98,517

役員賞与引当金 13,900 －

製品保証引当金 192,685 186,066

その他 1,494,369 1,106,469

流動負債合計 7,925,416 6,960,509

固定負債   

社債 400,000 300,000

長期借入金 1,135,000 1,600,000

退職給付引当金 153,933 171,448

その他 165,550 185,405

固定負債合計 1,854,484 2,256,854

負債合計 9,779,900 9,217,364
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30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 8,327,335 7,951,498

自己株式 △839,772 △839,772

株主資本合計 12,828,599 12,452,763

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △16,357 △17,400

為替換算調整勘定 △1,955,110 △1,974,346

その他の包括利益累計額合計 △1,971,468 △1,991,746

新株予約権 264,779 273,885

少数株主持分 38,193 40,224

純資産合計 11,160,104 10,775,127

負債純資産合計 20,940,005 19,992,491
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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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 4,500,390 3,992,795

売上原価 2,340,205 2,305,045

売上総利益 2,160,185 1,687,750

販売費及び一般管理費 2,072,964 1,954,704

営業利益又は営業損失（△） 87,220 △266,953

営業外収益   

受取利息 1,627 1,356

受取配当金 － 937

助成金収入 4,376 －

金利スワップ評価益 6,136 －

受取賃貸料 2,516 －

その他 3,021 3,214

営業外収益合計 17,678 5,507

営業外費用   

支払利息 21,026 17,005

為替差損 168,848 12,797

その他 1,460 7,455

営業外費用合計 191,335 37,257

経常損失（△） △86,436 △298,703

特別利益   

固定資産売却益 － 6,365

退職給付制度改定益 176,300 －

特別利益合計 176,300 6,365

特別損失   

固定資産除売却損 824 1,446

ゴルフ会員権売却損 － 1,910

特別損失合計 824 3,357

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（△）

89,040 △295,695

法人税等 74,632 △25,645

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（△）

14,408 △270,050

少数株主利益又は少数株主損失（△） △957 1,549

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,365 △271,600
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 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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９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（△）

14,408 △270,050

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,289 △1,042

為替換算調整勘定 △461,357 △18,754

その他の包括利益合計 △480,647 △19,796

四半期包括利益 △466,239 △289,847

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △463,185 △291,878

少数株主に係る四半期包括利益 △3,054 2,031
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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１四半期連結累計期間（自  平成23年７月１日  至  平成23年９月30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 1,772,678 942,794 897,856 887,061 4,500,390 － 4,500,390

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
618,116 95,346 37,099 227,173 977,735 △977,735 －

計 2,390,794 1,038,141 934,955 1,114,234 5,478,125 △977,735 4,500,390

セグメント利益 
又は損失（△） 

△140,990 80,509 22,369 78,224 40,112 47,107 87,220

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額47,107千円は、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１四半期連結累計期間（自  平成24年７月１日  至  平成24年９月30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 1,802,678 779,406 675,207 735,503 3,992,795 － 3,992,795

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
277,565 129,492 35,755 288,008 730,822 △730,822 －

計 2,080,243 908,899 710,963 1,023,512 4,723,618 △730,822 3,992,795

セグメント利益 

又は損失(△) 
△440,444 4,967 43,923 27,220 △364,332 97,378 △266,953

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額97,378千円は、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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  (6) 重要な後発事象 

当社は、平成24年10月10日開催の取締役会において、以下のとおり希望退職者の募集を行うことを決議い

たしました。 

 

１．希望退職者募集の理由 

設備投資の動向は依然として不透明感が拭えない状況の下、当社では徹底した経営の効率化・合理化等に

よってコスト削減、経費圧縮に全社を挙げて取り組んでおります。しかしながら、世界経済においては欧州

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今後も厳しい経営

環境が続くことが見込まれます。激変する経営環境に対応するには抜本的な収益構造の改革に取り組むこと

が急務であると判断し、収益の規模に見合う人員構成とするべく、希望退職者を募集することといたしまし

た。 

 

２．希望退職者募集の概要 

（１）募集対象者  ミヤチテクノス株式会社に在籍する退職日現在、原則として満40歳以上の正社員 

（２）募集人数   50名程度 

（３）募集期間   平成24年10月10日～平成24年11月30日（予定） 

（４）退職日    原則として平成24年12月27日 

（５）優遇措置   通常の会社都合退職金に加え、特別加算金を上乗せ支給する。 

さらに希望者に対しては再就職支援会社を通じた再就職支援を行う。 

 

３．損益に与える影響 

平成25年６月期第２四半期連結累計期間において、割増退職金等を特別損失に計上する予定でありますが、

当四半期決算短信提出日現在では退職者が確定していないため、損益に与える影響は未確定であります。 
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