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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(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3月期第2四半期 2,429 △2.0 20 △59.0 △15 ― △21 ―
24年3月期第2四半期 2,479 25.2 50 ― 26 ― 20 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △28百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 18百万円 （―％）

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3月期第2四半期 △1.76 ―
24年3月期第2四半期 1.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 5,978 830 13.4
24年3月期 6,011 858 13.8
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  803百万円 24年3月期  830百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 5,100 △2.3 90 25.0 35 105.9 15 △25.0 1.24



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注） 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、Ｐ．２ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご参照ください。 

(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きの対象外であります。また、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きは終了しております。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  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3月期2Q 12,090,000 株 24年3月期 12,090,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 31,582 株 24年3月期 30,714 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 12,058,882 株 24年3月期2Q 12,060,125 株
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当第２四半期連結累計期間における日本経済の環境は、一部に穏やかな景気回復の兆しがみられるもの
の、長引く円高、欧州危機を背景にした財政金融不安による海外経済の減速で先行きに対する不透明が高
まっていることなどから、個人消費は低調に推移いたしました。また、設備投資についても底堅く推移し
ているものの、一部に先送りする動きも出ているなど総じて弱含みで推移いたしました。足元は内外経済
の減速や円高進行に対する懸念などを背景に、製造業を中心に厳しい状況が続くものと思われます。 
  当社グループを取り巻く環境につきましても、ステンレスの内需の柱である建設用や、民間設備投資及
び公共投資関連が依然として低迷いたしました。こうした需要の弱さは、販売価格にも影響を及ぼし、経
済全体のデフレ傾向が続くなか、価格競争が厳しく適正価格への是正効果が図れなかったことなど厳しい
経営環境下にありました。 
 このような状況の中で、当社グループは調達コストの削減、製造原価の低減や、合理化施策などに取り
組んでまいりました。しかし依然として設備投資が回復しない状況が続いているなど、需要の低迷により
価格競争が一段と厳しく当社の業績は低調な結果となりました。 
 この結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、連結売上高は、２，４２９百万円（前年同四半
期比２．０％減）となりました。売上総利益は、前年同四半期比３２百万円減少いたしました。 
 今年３月以降ニッケル価格下落により、需要の低迷により仕入れ価格下落分を上回る製品価格の引き下
げを余儀なくされるなど価格競争が厳しかったことに加えて、棚卸資産の評価減を２２百万円計上した影
響も含め売上総利益率は１６．５％(前年同四半期は１７．５％)と前年同四半期に比べ１．０ポイント低
下しました。このため、営業利益段階では２０百万円（前年同四半期は営業利益５０百万円）利益計上し
ましたが、経常損失１５百万円（前年同四半期は経常利益２６百万円）、四半期純損失２１百万円（前年
同四半期は四半期純利益２０百万円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ３２百万円減少し、５，９
７８百万円となりました。これは主に、現金及び預金が８２百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金
３３百万円及び、たな卸資産が５８百万円それぞれ減少したことによるものであります。 
 負債合計は、前連結会計年度末に比べ４百万円減少し、５，１４８百万円となりました。これは主に、
社債（１年以内返済予定の社債含む）７４百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金３７百万円、短期
借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）が６２百万円、それぞれ減少したことによるものでありま
す。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２８百万円減少し、８３０百万円となりました。これは主に、
当第２四半期累計期間において四半期純損失２１百万円計上により減少したものであります。 

  

連結業績予想数値の平成２５年３月期の第２四半期累計期間及び２５年３月期通期における修正の詳細
は、平成２４年１１月９日発表の「業績予想の修正」を参照してください。 
  

  

（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、法人税法上の改正に伴い、第１四半期連結期間より、平成２４年４月以
後に取得した有形固定資産については、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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

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

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

㈱ＭＩＥコーポレーション(3442)平成25年３月期第２四半期決算短信

― 2 ―



４．四半期連結財務諸表 
（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３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 658,729 741,236

受取手形及び売掛金 1,200,149 1,167,015

たな卸資産 948,748 890,101

その他 35,748 34,375

貸倒引当金 △3,409 △3,447

流動資産合計 2,839,966 2,829,281

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 383,213 369,540

機械装置及び運搬具（純額） 68,664 63,669

土地 2,484,201 2,484,201

その他（純額） 51,978 50,703

有形固定資産合計 2,988,058 2,968,114

無形固定資産 11,404 7,730

投資その他の資産 171,053 173,278

固定資産合計 3,170,516 3,149,122

繰延資産 811 437

資産合計 6,011,293 5,978,842

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 627,209 589,776

短期借入金 2,721,750 2,628,030

1年内返済予定の長期借入金 225,601 256,792

1年内償還予定の社債 52,000 66,000

未払法人税等 1,845 8,388

賞与引当金 2,524 10,430

その他 74,741 91,208

流動負債合計 3,705,670 3,650,625

固定負債   

社債 253,000 313,000

長期借入金 367,428 356,803

再評価に係る繰延税金負債 667,293 667,293

退職給付引当金 74,904 75,667

その他 84,500 85,356

固定負債合計 1,447,126 1,498,119

負債合計 5,152,796 5,148,745
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 226,400 226,400

利益剰余金 △855,338 △876,561

自己株式 △3,589 △3,635

株主資本合計 △132,527 △153,795

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146 △5,722

土地再評価差額金 960,344 960,344

為替換算調整勘定 2,177 2,853

その他の包括利益累計額合計 962,668 957,475

少数株主持分 28,356 26,417

純資産合計 858,497 830,097

負債純資産合計 6,011,293 5,978,842
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 2,479,797 2,429,380

売上原価 2,046,306 2,028,265

売上総利益 433,490 401,114

販売費及び一般管理費 383,166 380,471

営業利益 50,323 20,643

営業外収益   

受取利息 60 68

受取配当金 1,329 1,822

負ののれん償却額 3,639 －

設備賃貸料 3,814 3,313

その他 4,630 1,345

営業外収益合計 13,475 6,548

営業外費用   

支払利息 27,181 25,959

手形売却損 4,186 5,639

為替差損 2,435 3,606

その他 3,260 7,877

営業外費用合計 37,063 43,083

経常利益又は経常損失（△） 26,735 △15,891

特別利益   

リース債務解約益 － 1,703

特別利益合計 － 1,703

特別損失   

固定資産除却損 9 1,624

投資有価証券評価損 － 2,041

特別損失合計 9 3,666

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（△）

26,725 △17,853

法人税、住民税及び事業税 6,749 6,530

法人税等調整額 △248 －

法人税等合計 6,500 6,530

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（△）

20,224 △24,384

少数株主損失（△） － △3,161

四半期純利益又は四半期純損失（△） 20,224 △21,222
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４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（△）

20,224 △24,384

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,555 △5,868

為替換算調整勘定 211 1,899

その他の包括利益合計 △1,343 △3,969

四半期包括利益 18,880 △28,354

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 18,880 △26,415

少数株主に係る四半期包括利益 － △1,938
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  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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