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１．平成26年８月期第２四半期の連結業績（平成25年９月1日～平成26年２月28日）

（1）連結経営成績（累計）

％ ％ ％ ％

円 銭 円 銭

（2）連結財政状態

百万円

２．配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無

３．平成26年８月期の連結業績予想（平成25年９月１日～平成26年８月31日）

％ ％ ％ ％ 円 銭

平成26年４月10日

―

平成26年８月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成26年４月９日

上場取引所　　東

6159

（役職名）

（役職名） 管理部管理課課長

（百万円未満切捨て）

（％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

26年８月期第２四半期 2,511 ― 521 ― 671 ― 503 ―

25年８月期第２四半期 1,518 △ 42.3 148 △ 75.6 637 △ 2.7 397 7.3

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

（注）１．包括利益　 26年８月期第２四半期　402百万円（―％）　 25年８月期第２四半期　777百万円（82.5％）

　　　２．当社は、平成25年８月期より決算期を11月30日から８月31日に変更しております。これに伴い、当第
　　　　　２四半期（９月から２月）は、比較対象となる平成25年８月期第２四半期（12月から５月）と対応す
　　　　　る期間が異なることから、前年同四半期の比較については記載しておりません。

26年８月期第２四半期 233.33 ―

25年８月期第２四半期 181.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年８月期第２四半期 9,256 7,600 81.8

25年８月期 9,917 7,310 73.4

（参考）自己資本 26年８月期第２四半期 7,570 百万円 25年８月期 7,282

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

25年８月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

26年８月期 ― 0.00

26年８月期(予想) ― 40.00 40.00

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 5,307 ― 839 ― 911 ― 661 ― 306.69

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　無

　　　２．平成25年８月期は、決算期変更に伴い９ヶ月の変則決算となっておりますので、対前期増減率につい
　　　　　ては記載しておりません。



※　注記事項

（1） 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

新規　―社　（社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）、 除外　―社　（社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（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）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：　無

② ①以外の会計方針の変更 ：　無

③ 会計上の見積りの変更 ：　無

④ 修正再表示 ：　無

（4） 発行済株式数（普通株式）

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年８月期２Q 株 25年８月期 株

②期末自己株式数 26年８月期２Q 株 25年８月期 株

26年８月期２Q 株 25年８月期２Q 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

2,568,700 2,568,700

　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。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等については、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
想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

417,173 398,073

③期中平均株式数（四半期累計） 2,158,613 2,193,714

　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、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は終了しておりません。



○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………………………………………… 2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ………………………………………………………… 2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………………………………… 2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………… 2

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 3

（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 ……………………………………………………… 5

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 5

四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 7

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 7

ミクロン精密（株）（6159）平成26年８月期　第２四半期決算短信

- 1 -



（１）経営成績に関する説明

当社は、前連結会計年度より決算期を11月30日から８月31日に変更しております。これに伴い、当第２四半期連

結累計期間（平成25年９月１日～平成26年２月28日）は、比較対象となる前第２四半期連結累計期間（平成24年12

月１日～平成25年５月31日）と対応する期間が異なることから、前年同四半期の比較については記載しておりませ

ん。

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府が推進する各種経済政策により円高の是正と株価の上昇

が進み、企業収益の改善に加え、消費税率引上げ前の駆込み需要等、個人投資にも明るい兆しが見られたものの、

ウクライナ情勢に加え、近隣諸国との関係悪化の懸念が払拭できないことから、下押しリスクが残る不安定な状況

で推移いたしました。

当工作機械業界におきましては、内需、外需とも緩やかながら回復基調が見られました。

このような経営環境の中におきまして、当社グループは、米国経済の堅調さに後押しされたこともあり、積極的

な販売展開の強化を図るとともに、市場及びお客様の期待に合致した製品づくりの追求を行いながら、全社的なコ

スト削減の実施に取組んでまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては2,511百万円となりました。利益につきまして

は、営業利益で521百万円、経常利益で671百万円、四半期純利益では503百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

貸借対照表の状況

（流動資産）

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて608百万円減少し、4,111百万円となりま

した。これは主に、売上債権が465百万円、有価証券が231百万円減少したことによるものであります。

（固定資産）

当第２四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて53百万円減少し、5,144百万円となりま

した。これは主に、建設仮勘定が94百万円増加したものの、投資有価証券が160百万円減少したことによるもので

あります。

（流動負債）

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,021百万円減少し、1,500百万円となり

ました。これは主に、未払法人税等が261百万円増加したものの、短期借入金が972百万円、未払金が239百万円減

少したことによるものであります。

（固定負債）

当第２四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて69百万円増加し、154百万円となりまし

た。これは主に、繰延税金負債が32百万円、退職給付引当金が37百万円増加したことによるものであります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末に比べて289百万円増加し、7,600百万円となり

ました。これは主にその他有価証券評価差額金が121百万円減少したものの、利益剰余金が438百万円増加したこと

によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成25年10月11日発表「平成25年８月期 決算短信」に記載しております業績予想か

ら変更ありません。

（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

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

１．当四半期決算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
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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25年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 646,682 801,723

受取手形及び売掛金 1,248,198 782,532

有価証券 1,040,658 809,536

半製品 209,589 222,284

仕掛品 1,185,777 1,092,833

原材料及び貯蔵品 240,544 240,552

繰延税金資産 53,598 72,086

その他 94,975 90,216

貸倒引当金 △686 △573

流動資産合計 4,719,338 4,111,192

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,142,259 1,104,883

機械装置及び運搬具（純額） 231,192 273,228

土地 447,302 447,715

建設仮勘定 138,698 233,222

その他（純額） 47,452 54,887

有形固定資産合計 2,006,905 2,113,938

無形固定資産 13,171 11,727

投資その他の資産

投資有価証券 3,103,204 2,942,979

その他 76,402 77,597

貸倒引当金 △1,069 △1,389

投資その他の資産合計 3,178,537 3,019,187

固定資産合計 5,198,614 5,144,853

資産合計 9,917,952 9,256,046
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 178,845 115,626

短期借入金 1,462,000 489,900

未払法人税等 35,000 296,135

賞与引当金 68,431 93,094

役員賞与引当金 3,250 －

製品保証引当金 24,670 19,123

未払金 368,777 129,706

その他 380,964 356,745

流動負債合計 2,521,939 1,500,331

固定負債

繰延税金負債 33,225 65,437

退職給付引当金 31,327 68,855

長期未払金 20,570 20,570

固定負債合計 85,123 154,862

負債合計 2,607,062 1,655,193

純資産の部

株主資本

資本金 651,370 651,370

資本剰余金 586,750 586,750

利益剰余金 6,461,557 6,900,111

自己株式 △818,237 △865,749

株主資本合計 6,881,440 7,272,482

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 522,546 400,999

為替換算調整勘定 △121,687 △103,360

その他の包括利益累計額合計 400,859 297,638

少数株主持分 28,590 30,731

純資産合計 7,310,889 7,600,852

負債純資産合計 9,917,952 9,256,046
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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24年12月１日
至 平成25年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年２月28日)

売上高 1,518,258 2,511,208

売上原価 1,016,172 1,537,260

売上総利益 502,085 973,948

販売費及び一般管理費 353,503 452,829

営業利益 148,581 521,118

営業外収益

受取利息 31,067 29,211

受取配当金 3,769 7,422

補助金収入 852 10,574

投資有価証券償還益 35,550 8,359

投資有価証券評価益 51,348 36,901

為替差益 345,274 51,170

受取家賃 1,462 3,233

その他 22,148 4,607

営業外収益合計 491,474 151,481

営業外費用

支払利息 1,710 1,127

保険解約損 507 －

その他 55 28

営業外費用合計 2,273 1,156

経常利益 637,782 671,443

特別利益

固定資産売却益 259 －

投資有価証券売却益 － 147,533

特別利益合計 259 147,533

特別損失

固定資産売却損 132 －

固定資産除却損 29 225

貸倒引当金繰入額 － 280

特別損失合計 162 506

税金等調整前四半期純利益 637,880 818,470

法人税、住民税及び事業税 252,143 298,332

法人税等調整額 △8,785 14,666

法人税等合計 243,358 312,999

少数株主損益調整前四半期純利益 394,522 505,471

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,867 1,798

四半期純利益 397,389 503,672
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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24年12月１日
至 平成25年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年２月28日)

少数株主損益調整前四半期純利益 394,522 505,471

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 277,933 △121,547

為替換算調整勘定 105,214 18,669

その他の包括利益合計 383,148 △102,877

四半期包括利益 777,670 402,593

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 774,357 400,451

少数株主に係る四半期包括利益 3,313 2,141
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該当事項はありません。

当社は、平成25年４月９日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における市場買付けの方法により自己株式

を取得することを決議し19,100株を取得いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が

47,511千円増加しております。

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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