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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第62期
第１四半期
累計期間

第63期
第１四半期
累計期間

第62期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（千円） 1,449,571 1,304,332 6,108,766

経常利益（千円） 92,884 104,698 583,424

四半期（当期）純利益（千円） 55,484 64,698 319,817

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 564,952 564,952 564,952

発行済株式総数（株） 4,587,836 4,587,836 4,587,836

純資産額（千円） 2,323,023 2,583,366 2,566,521

総資産額（千円） 4,715,815 4,601,347 4,846,803

１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
18.87 22.00 108.75　

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 25.00

自己資本比率（％） 　　49.3 　　56.1 53.0

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。

　

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　

　(1）業績の状況

　　　当第１四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、住宅エコポイントやフラット35Ｓの金利

優遇制度等が再開されるなど、政府の住宅関連施策の下支えや、東日本大震災の被災地の復旧需要などから新設住

宅着工戸数は緩やかな回復傾向にあるものの、一方では景気の先行きに不透明感が増しており、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、効率的な営業活動や指定化活動の推進、自社ブランド製品の充実、物流サービスの

強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13億４百万円

（前年同四半期比10.0％減）となりました。利益面では、営業利益９千４百万円（前年同四半期比16.2％増）、経

常利益１億４百万円（前年同四半期比12.7％増）、四半期純利益６千４百万円（前年同四半期比16.6％増）とな

りました。

     

　(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

　(3）研究開発活動

　当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、５百万円であります。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 13,900,000

計 13,900,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式       4,587,836         4,587,836   
大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）　　

単元株式数　100株

計       4,587,836         4,587,836   － －

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。 

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高　
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

　平成24年４月１日～

　平成24年６月30日
－ 4,587,836 － 564,952 － 118,386

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

　　　①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － 　－

議決権制限株式（自己株式等） － － 　－

議決権制限株式（その他） －   － 　－

完全議決権株式（自己株式等） 　普通株式　1,646,900 － 単元株式数　100株

完全議決権株式（その他） 　普通株式　2,940,400     29,404  　同上

単元未満株式 　普通株式　  　  536 － 　同上

発行済株式総数          4,587,836　 － －

総株主の議決権 －     29,404  －

　（注）「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式64株が含まれております。

　　　　

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　ミヤコ株式会社
大阪市北区天満一丁目

６番７号
  1,646,900 －   1,646,900      35.90

計 －   1,646,900 －   1,646,900      35.90

　（注）　当第１四半期会計期間末の自己株式数は、1,646,964株であります。
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２【役員の状況】

　 該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成24年４月１日から平成24年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、大阪監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,048,324 1,032,488

受取手形及び売掛金 ※
 2,161,188

※
 1,909,384

商品及び製品 710,406 736,727

貯蔵品 3,945 1,368

その他 56,004 59,709

貸倒引当金 △1,100 △1,000

流動資産合計 3,978,769 3,738,679

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 64,324 63,228

土地 369,722 369,722

その他（純額） 19,826 18,874

有形固定資産合計 453,873 451,825

無形固定資産 19,936 18,963

投資その他の資産

投資有価証券 116,855 111,048

繰延税金資産 106,827 108,894

その他 172,307 172,948

貸倒引当金 △1,767 △1,011

投資その他の資産合計 394,223 391,880

固定資産合計 868,033 862,668

資産合計 4,846,803 4,601,347
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(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 ※
 1,240,627

※
 1,142,122

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 214,296 214,296

未払法人税等 141,554 41,803

賞与引当金 47,000 23,500

その他 118,000 133,264

流動負債合計 1,961,478 1,754,987

固定負債

長期借入金 242,816 189,242

役員退職慰労引当金 69,917 67,681

その他 6,070 6,070

固定負債合計 318,803 262,993

負債合計 2,280,281 2,017,980

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 3,834,160 3,854,745

自己株式 △1,966,271 △1,966,271

株主資本合計 2,552,614 2,573,200

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13,906 10,166

評価・換算差額等合計 13,906 10,166

純資産合計 2,566,521 2,583,366

負債純資産合計 4,846,803 4,601,347
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 1,449,571 1,304,332

売上原価 1,050,076 904,502

売上総利益 399,494 399,829

販売費及び一般管理費 318,014 305,141

営業利益 81,480 94,688

営業外収益

受取配当金 1,897 2,186

仕入割引 16,242 12,505

その他 3,313 2,780

営業外収益合計 21,453 17,472

営業外費用

支払利息 3,179 1,943

売上割引 6,659 5,518

その他 211 －

営業外費用合計 10,049 7,462

経常利益 92,884 104,698

税引前四半期純利益 92,884 104,698

法人税等合計 37,400 40,000

四半期純利益 55,484 64,698
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【継続企業の前提に関する注記】

該当事項はありません。

 

【会計方針の変更】

 （減価償却方法の変更）

　 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４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。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　（税金費用の計算）

　　　　税金費用については、当第１四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。

　

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

※　四半期会計期間末日満期手形

　 四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期

会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末日残高に含ま

れております。

　

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形 84,303千円 72,788千円

支払手形 　113,946 108,570
　
　
　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

　
前第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

減価償却費 3,165千円 3,974千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年６月30日）　

　　　　　　　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 44,113 15.0平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）　

　　　　　　　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 44,113 15.0平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金
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（持分法損益等）

　該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

　　　　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　　　　　当社は、管材事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。　　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 18円87銭 22円00銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 55,484 64,698

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 55,484 64,698

普通株式の期中平均株式数（株） 2,940,884 2,940,872

（注）　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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

２【その他】

　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月10日

ミヤコ株式会社

取締役会　御中

大阪監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 　道幸　靜児　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 　加藤　功士　印

　　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているミヤコ株式会社の

平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第63期事業年度の第１四半期会計期間（平成24年４月１日から平成24

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。　

　

　四半期財務諸表に対する経営者の責任

　　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

　監査人の責任

　　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認め

られる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

　　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

　監査人の結論　

　　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ミヤコ株式会社の平成24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　

　利害関係

　　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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