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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63期

第２四半期
累計期間

第64期
第２四半期
累計期間

第63期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成25年４月１日
至平成25年９月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 2,592,653 2,494,267 5,435,772

経常利益（千円） 198,188 208,305 553,226

四半期（当期）純利益（千円） 122,388 128,705 317,264

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） 2,641,393 2,927,660 2,840,506

総資産額（千円） 4,569,149 4,363,157 4,678,856

１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
41.62 43.76 107.88

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） 10.00 10.00 25.00

自己資本比率（％） 57.8 67.1 60.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
334,240　 218,246　 393,999

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△13,195　 △7,258　 △30,825

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△151,221　 △151,166　 △287,711

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（千円）
1,218,147　 1,183,609　 1,123,787

　

回次
第63期

第２四半期
会計期間

第64期
第２四半期
会計期間

会計期間
自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 19.62 21.67

　（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２四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２四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２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または、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２四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、税制上の優遇などの各種住宅関連政

策の効果や、消費税増税前の駆け込み需要の影響により、新設住宅着工戸数は堅調に推移いたしました。しかし

ながら、需要は増加したものの依然としてデフレによる同業他社との競合は激しく、円安傾向による材料相場の

上昇なども合わせ、当社を取り巻く環境は、厳しい状況で推移いたしました。

　このような事業環境のなか、当社では、経費の低減、効率を重視した営業活動の強化とともに、自社ブランド

製品の充実、物流サービスの強化等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。

　この結果、当第２四半期累計期間における売上高は24億９千４百万円（前年同四半期比3.8％減）となりまし

た。利益面では、営業利益１億８千９百万円（前年同四半期比4.6％増）、経常利益２億８百万円（前年同四半

期比5.1％増）、四半期純利益１億２千８百万円（前年同四半期比5.2％増）となりました。

 

　(2）キャッシュ・フローの状況

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は11億８千３百万円となり、前事業年度末に比べ５

千９百万円の増加となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、得られた資金は２億１千８百万円となりました。

　これは主に、仕入債務の減少等の支出要因があったものの、税引前四半期純利益を２億８百万円計上し、売上

債権やたな卸資産の減少等で資金の増加があったことによるものであります。

　前年同四半期での対比では、営業活動によるキャッシュ・フローは１億１千５百万円減少いたしました。

 

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は７百万円となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものであります。

　前年同四半期での対比では、投資活動によるキャッシュ・フローは５百万円増加いたしました。

 

　　　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動の結果、使用した資金は１億５千１百万円となりました。

　これは主に、有利子負債の純減や配当金の支払いによるものであります。

　前年同四半期での対比では、財務活動によるキャッシュ・フローは同水準で推移いたしました。

 

　(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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。

 

　(4）研究開発活動

　当第２四半期累計期間における研究開発活動の金額は、１千２百万円であります。

　なお、当第２四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２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成25年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月14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
東京証券取引所
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25年７月１日～

　平成25年９月30日
－ 4,587,836 － 564,952 － 118,386
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（６）【大株主の状況】

 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ツカダ興産　 大阪市旭区新森4-13-7      7,995      17.43

束田勝 兵庫県宝塚市      4,200     9.16

束田俊夫 大阪市旭区      1,365     2.98

束田美智子 大阪市旭区    843     1.84

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1-1-2    800     1.74

堀出則男 さいたま市北区    740     1.61

 株式会社百十四銀行  香川県高松市亀井町5-1    720     1.57

山脇悦子 大阪府守口市    659     1.44

 ミヤコ社員持株会  大阪市北区天満1-6-7    656     1.43

 平井常雄  兵庫県川西市    639     1.39

計　 －　       18,619　      40.58　

　（注）当社は自己株式1,646,964株を所有しておりますが、上記の大株主より除外しております。

 

（７）【議決権の状況】

　　　①【発行済株式】

 平成25年９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　2,940,300      29,403 同上

単元未満株式 　普通株式　　　　636 － 同上

発行済株式総数 4,587,836 － －

総株主の議決権 －      29,403 －

　　（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25年９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
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２【役員の状況】

 　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありませんが、本書提出日現在

における役職の異動は次のとおりであります。

　

役職の異動　

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

　取締役 　第一営業部長 　取締役 　 営業本部長 　 石原利幸 　 平成25年10月１日
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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２四半期会計期間（平成25年７月１日から平成25

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年９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25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,123,787 1,183,609

受取手形及び売掛金
※ 1,888,149 1,593,962

商品及び製品 715,506 653,809

貯蔵品 13,427 8,004

その他 55,943 47,541

貸倒引当金 △1,000 △800

流動資産合計 3,795,815 3,486,127

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 59,940 57,927

土地 343,294 343,294

その他（純額） 27,032 19,481

有形固定資産合計 430,267 420,704

無形固定資産 17,195 15,425

投資その他の資産

投資有価証券 163,807 167,785

繰延税金資産 86,471 85,055

その他 187,169 189,928

貸倒引当金 △1,870 △1,870

投資その他の資産合計 435,578 440,899

固定資産合計 883,041 877,029

資産合計 4,678,856 4,363,157
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※ 1,096,075 807,547

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 214,296 135,668

未払法人税等 77,708 82,538

賞与引当金 45,700 45,000

その他 97,121 83,028

流動負債合計 1,730,901 1,353,782

固定負債

長期借入金 28,520 －

役員退職慰労引当金 71,858 74,643

その他 7,070 7,070

固定負債合計 107,448 81,713

負債合計 1,838,350 1,435,496

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 4,077,903 4,162,495

自己株式 △1,966,271 △1,966,271

株主資本合計 2,796,357 2,880,950

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 44,148 46,710

評価・換算差額等合計 44,148 46,710

純資産合計 2,840,506 2,927,660

負債純資産合計 4,678,856 4,363,157
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 2,592,653 2,494,267

売上原価 1,785,949 1,699,783

売上総利益 806,703 794,484

販売費及び一般管理費
※ 625,310 ※ 604,716

営業利益 181,393 189,767

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 2,221 2,745

仕入割引 22,975 22,065

その他 5,586 5,398

営業外収益合計 30,783 30,210

営業外費用

支払利息 3,604 1,879

売上割引 10,364 9,780

その他 18 12

営業外費用合計 13,988 11,672

経常利益 198,188 208,305

税引前四半期純利益 198,188 208,305

法人税等 75,800 79,600

四半期純利益 122,388 128,705
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 198,188 208,305

減価償却費 8,049 11,935

長期前払費用償却額 94 99

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,300 △700

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △843 2,785

貸倒引当金の増減額（△は減少） 406 △200

受取利息及び受取配当金 △2,221 △2,745

支払利息 3,604 1,879

売上債権の増減額（△は増加） 439,753 294,187

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,043 67,120

仕入債務の増減額（△は減少） △173,283 △284,128

その他 △13,283 △7,398

小計 473,208 291,139

利息及び配当金の受取額 2,221 2,745

利息の支払額 △3,604 △1,879

法人税等の支払額 △137,585 △73,758

営業活動によるキャッシュ・フロー 334,240 218,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,791 △4,400

ゴルフ会員権の取得による支出 △8,148 －

その他 △3,255 △2,858

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,195 △7,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △107,148 △107,148

配当金の支払額 △44,073 △44,018

財務活動によるキャッシュ・フロー △151,221 △151,166

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 169,822 59,822

現金及び現金同等物の期首残高 1,048,324 1,123,787

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,218,147 ※ 1,183,609
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する注記）

   該当事項はありません。

 

（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２四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。　

　

（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、前事

業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前事業年度末日残高に含まれております。
　

　
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第２四半期会計期間
（平成25年９月30日）

受取手形 67,859千円 －千円

支払手形 　117,367 －　
　
　
　　

（四半期損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間

（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

従業員給料及び手当 164,260千円 159,075千円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期累計期間

（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金勘定 1,218,147千円 1,183,609千円

現金及び現金同等物 1,218,147 1,183,609
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年９月30日）　

（１）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

（２）基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後と

なるもの

 
（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11月９日

取締役会
普通株式 29,408 10.0 平成24年９月30日 平成24年12月10日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年９月30日）　

（１）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25年６月27日

定時株主総会
普通株式 44,113 15.0 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

（２）基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後と

なるもの

 
（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25年11月８日

取締役会
普通株式 29,408 10.0 平成25年９月30日 平成25年12月10日 利益剰余金

　

（金融商品関係）

 会社の事業の運営において重要なものはございません。

　

（有価証券関係）

 会社の事業の運営において重要なものはございません。

  

（デリバティブ取引関係）

　 該当事項はありません。

　 

（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】

　　　 前第２四半期累計期間（自平成24年４月１日  至平成24年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自平成25年

４月１日  至平成25年９月30日）

　　　 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。
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（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２四半期累計期間

（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 41円62銭 43円76銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 122,388 128,705

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） 122,388 128,705

普通株式の期中平均株式数（株） 2,940,872 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】

　 平成25年11月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　 (イ）中間配当による配当金の総額……………………29,408千円

　 (ロ）１株当たりの金額…………………………………10円00銭

 　(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成25年12月10日

 （注）平成25年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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25年11月14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25年４月１日から平成26年３月31日までの第64期事業年度の第２四半期会計期間（平成25年７月１日から平成25年

９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年９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、四半期キャッシュ・フロー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25年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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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