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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65期

第２四半期
累計期間

第66期
第２四半期
累計期間

第65期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年９月30日

自平成27年４月１日
至平成27年９月30日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （千円） 2,289,892 2,253,767 4,809,553

経常利益 （千円） 135,048 127,555 384,761

四半期（当期）純利益 （千円） 87,048 71,206 211,192

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） 3,168,167 3,313,237 3,275,040

総資産額 （千円） 4,430,238 4,506,265 4,604,431

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 29.60 24.21 71.81

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 （％） 71.5 73.5 71.1

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 173,959 184,436 281,654

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △5,313 △18,476 △20,129

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △72,579 △43,998 △101,923

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,238,189 1,423,686 1,301,726

 

回次
第65期

第２四半期
会計期間

第66期
第２四半期
会計期間

会計期間
自平成26年７月１日
至平成26年９月30日

自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 12.10 10.65

　（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・非住宅向けの管工機材業界におきましては、住宅取得資金贈与の非課税

枠拡大や省エネ住宅ポイント制度の施行等、政府による諸施策が打ち出されたことから住宅取得への関心が高ま

り、新設住宅着工戸数は持ち直しの兆しがみられたものの本格的な回復にはまだ至っておらず、先行き不透明な

状況が続きました。

　　このような状況のなか、当社ではブランド力のさらなる向上を図るべく、ユーザーニーズに応えた新製品やア

イデア製品の開発をはじめ、商品やサービスなどの情報発信力の強化、ニッチ商品の品揃えの充実などに取り組

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22億５千３百万円（前年同四半期比1.6％減）となりま

した。利益面では、営業利益１億１千７百万円（前年同四半期比1.7％減）、経常利益１億２千７百万円（前年

同四半期比5.5％減）、四半期純利益７千１百万円（前年同四半期比18.2％減）で減収、減益となりました。

 

 (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、14億２千３百万円となり、前事業年度に比べ１

億２千１百万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１億８千４百万円となりました。

 これは主に、税引前四半期純利益を１億７百万円計上したことや、売上債権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１千万円増加いたしました。

 

 （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１千８百万円となりました。

 これは主に、無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１千３百万円減少いたしました。

 

　　　 （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４千３百万円となりました。

 これは主に、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２千８百万円増加いたしました。

 

(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、８百万円であります。

 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27年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年11月13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27年７月１日～

　平成27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27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 4,250 9.26

束田俊夫 大阪市旭区 1,365 2.98

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

ミヤコ社員持株会 大阪市北区天満1-6-7 681 1.49

山脇悦子 大阪府守口市 659 1.44

平井常雄 兵庫県川西市 639 1.39

束田美智子 大阪市旭区 621 1.35

計　 －　 18,472 40.26

　（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27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 － 　－

完全議決権株式（その他） 　普通株式　2,940,300 29,403 　－

単元未満株式 　普通株式　　　　636 － 　－

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27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

 

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２四半期会計期間（平成27年７月１日から平成27

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、ひびき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27年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,301,726 1,423,686

受取手形及び売掛金 1,662,441 1,476,722

商品及び製品 698,841 651,577

貯蔵品 8,235 3,690

その他 47,147 45,682

貸倒引当金 △500 △600

流動資産合計 3,717,890 3,600,759

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 52,232 50,476

土地 343,294 343,294

その他（純額） 17,948 18,203

有形固定資産合計 413,476 411,974

無形固定資産 26,391 32,914

投資その他の資産   

投資有価証券 214,536 230,917

繰延税金資産 43,583 38,305

その他 189,003 191,753

貸倒引当金 △451 △360

投資その他の資産合計 446,672 460,616

固定資産合計 886,540 905,506

資産合計 4,604,431 4,506,265
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 888,648 741,478

短期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 22,307 37,300

賞与引当金 43,000 43,000

その他 101,245 94,275

流動負債合計 1,255,201 1,116,054

固定負債   

役員退職慰労引当金 67,918 70,703

その他 6,270 6,270

固定負債合計 74,188 76,973

負債合計 1,329,390 1,193,028

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 4,486,422 4,513,515

自己株式 △1,966,271 △1,966,271

株主資本合計 3,204,876 3,231,970

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 70,163 81,266

評価・換算差額等合計 70,163 81,266

純資産合計 3,275,040 3,313,237

負債純資産合計 4,604,431 4,506,265
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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26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 2,289,892 2,253,767

売上原価 1,547,694 1,540,775

売上総利益 742,198 712,992

販売費及び一般管理費 ※ 622,183 ※ 595,065

営業利益 120,014 117,927

営業外収益   

受取利息 0 65

受取配当金 2,851 3,099

仕入割引 20,202 11,961

その他 3,746 3,707

営業外収益合計 26,800 18,833

営業外費用   

支払利息 538 368

売上割引 9,420 8,586

その他 1,806 250

営業外費用合計 11,765 9,205

経常利益 135,048 127,555

特別損失   

下請代金返還金 － 20,349

特別損失合計 － 20,349

税引前四半期純利益 135,048 107,206

法人税等 48,000 36,000

四半期純利益 87,048 71,206
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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26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27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 135,048 107,206

減価償却費 8,302 12,216

長期前払費用償却額 40 18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,295 2,785

貸倒引当金の増減額（△は減少） △449 8

受取利息及び受取配当金 △2,851 △3,165

支払利息 538 368

売上債権の増減額（△は増加） 415,034 185,718

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,109 51,807

仕入債務の増減額（△は減少） △291,015 △148,415

その他 53,253 △6,605

小計 320,716 201,944

利息及び配当金の受取額 2,851 3,165

利息の支払額 △538 △368

法人税等の支払額 △149,070 △20,304

営業活動によるキャッシュ・フロー 173,959 184,436

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 △3,389 △4,042

無形固定資産の取得による支出 － △11,570

その他 △1,924 △2,864

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,313 △18,476

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 △28,520 －

配当金の支払額 △44,059 △43,998

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,579 △43,998

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） 96,065 121,960

現金及び現金同等物の期首残高 1,142,124 1,301,726

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,238,189 ※ 1,423,686
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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26年４月１日

　　至 平成26年９月30日）

　当第２四半期累計期間
（自 平成27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

従業員給料及び手当 161,124千円 155,723千円

 

（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26年４月１日
至 平成26年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日）

現金及び預金勘定 1,238,189千円 1,423,686千円

現金及び現金同等物 1,238,189 1,423,686
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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26年４月１日　至平成26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26年６月27日

定時株主総会
普通株式 44,113 15.0 平成26年３月31日 平成26年６月30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26年11月７日

取締役会
普通株式 29,408 10.0 平成26年９月30日 平成26年12月10日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自平成27年４月１日　至平成27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27年６月26日

定時株主総会
普通株式 44,113 15.0 平成27年３月31日 平成27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27年11月６日

取締役会
普通株式 29,408 10.0 平成27年９月30日 平成27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26年４月１日 至平成26年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自平成27年

４月１日 至平成27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26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 29円60銭 24円21銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 87,048 71,206

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） 87,048 71,206

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27年11月６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27年12月10日

 （注）平成27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27年11月13日

ミヤコ株式会社

取締役会　御中

 

ひびき監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 　堀　　亮三　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27年４月１日から平成28年３月31日までの第66期事業年度の第２四半期会計期間（平成27年７月１日から平成27年

９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27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27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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

ミヤコ株式会社(E01457)

四半期報告書

15/15


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（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
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	第２四半期累計期間

	（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

