
 

平成 29年２月 13日 

各      位 
会 社 名  ミネベアミツミ株式会社 

代表者名  代表取締役 社長執行役員 

貝沼 由久 

（コード番号 ６４７９  東証第１部                ） 

問合せ先  取締役 専務執行役員 

依田 博実 

（ＴＥＬ． ０３-６７５８-６７１１） 

 

 

上場廃止となった子会社（ミツミ電機株式会社）の決算開示について 

 

平成29年１月27日付で完全子会社化した、ミツミ電機株式会社の平成29年３月期第３四半期決算

短信を別紙の通りお知らせいたします。 

 

以 上 
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平成 29年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成 29年 2月 13日 

会 社 名 ミツミ電機株式会社

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.mitsumi.co.jp/ 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 森部 茂 

問合せ先責任者 (役職名) 総務部部長 (氏名) 野口 晋弘 (TEL)042-310-5333 

四半期報告書提出予定日 ― 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有・無 

四半期決算説明会開催の有無 ：有・無 
（百万円未満切捨て）

１．平成 29年 3月期第 3四半期の連結業績（平成 28年 4月 1日～平成 28年 12月 31日） 
（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 
親会社株主に帰属
する四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

29年 3月期第 3四半期 125,099 0.8 △14,294 ― △15,591 ― △34,666 ― 
28年 3月期第 3四半期 124,051 9.3 △2,570 ― △5,064 ― △6,018 ― 

（注） 包括利益  29年 3月期第 3四半期 △34,117百万円（―％） 28年 3月期第 3四半期 △6,723百万円（―％） 

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 

29年 3月期第 3四半期 △426.88 ― 
28年 3月期第 3四半期 △71.64 ― 

（２）連結財政状態

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

百万円 百万円 ％ 

29年 3月期第 3四半期 164,626 60,161 36.5 
28年 3月期 162,724 94,279 57.9 

（参考）自己資本  29年 3月期第 3四半期  60,161百万円 28年 3月期  94,279百万円 

２．配当の状況 

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

28年 3月期 ― ― ― 0.00 0.00 
29年 3月期 ― ― ―

（注）当社は、平成 28 年 3 月 30 日にミネベア株式会社との間で株式交換契約を締結しております。本株式交換による当社の

完全子会社化に伴い、平成 29年 1月 24日付にて当社の普通株式が上場廃止となったことを踏まえ、配当予想及び業績予

想は行っておりません。 
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※ 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） 
：有・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 ：有・無 

（税金費用の計算） 

税金費用につきましては、当連結会計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する方法を採用して

おります。 
 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有・無 

② ①以外の会計方針の変更 ：有・無 

③ 会計上の見積りの変更 ：有・無 

④ 修正再表示 ：有・無 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第 32号 平成 28年 6月 17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成 28年４月

１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しており

ます。 

 なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 26号 平成 28年 3月 28

日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 
 

（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) 29年 3月期3Ｑ 87,498,119株 28年 3月期 87,498,119株 

② 期末自己株式数 29年 3月期3Ｑ 6,289,435株 28年 3月期 6,288,753株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 29年 3月期3Ｑ 81,209,028株 28年 3月期3Ｑ 84,005,316株 

 
 
（注意事項） 

当社は平成 29年１月 27日を以て、ミネベアミツミ株式会社の完全子会社となり、それに伴い、平成 29年 
１月 24日付で東京証券取引所上場廃止となりました。 
この決算概要は四半期決算短信に準じて作成したものであります。 
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四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成28年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成28年12月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 40,585 37,570 

  受取手形及び売掛金 42,030 53,763 

  製品 4,625 3,844 

  仕掛品 14,326 18,185 

  原材料及び貯蔵品 19,346 23,039 

  その他 2,253 2,745 

  貸倒引当金 △16 △16 

  流動資産合計 123,150 139,132 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 10,114 11,211 

   機械装置及び運搬具（純額） 15,927 4,396 

   工具、器具及び備品（純額） 3,655 1,414 

   土地 5,439 5,435 

   建設仮勘定 2,021 592 

   有形固定資産合計 37,158 23,051 

  無形固定資産 1,052 920 

  投資その他の資産   

   その他 1,485 1,543 

   貸倒引当金 △122 △20 

   投資その他の資産合計 1,363 1,522 

  固定資産合計 39,573 25,494 

 資産合計 162,724 164,626 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成28年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成28年12月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 20,351 41,513 

  短期借入金 7,109 23,715 

  未払法人税等 480 940 

  賞与引当金 1,393 741 

  その他 13,474 12,393 

  流動負債合計 42,809 79,304 

 固定負債   

  新株予約権付社債 20,090 20,079 

  退職給付に係る負債 3,283 2,801 

  その他 2,262 2,279 

  固定負債合計 25,635 25,161 

 負債合計 68,445 104,465 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 39,890 39,890 

  資本剰余金 43,252 43,252 

  利益剰余金 28,665 △6,000 

  自己株式 △5,093 △5,093 

  株主資本合計 106,714 72,047 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 11 26 

  為替換算調整勘定 △7,653 △7,829 

  退職給付に係る調整累計額 △4,794 △4,083 

  その他の包括利益累計額合計 △12,435 △11,886 

 純資産合計 94,279 60,161 

負債純資産合計 162,724 164,626 
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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３四半期連結累計期間 

           (単位：百万円) 
          前第３四半期連結累計期間 

(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高 124,051 125,099 

売上原価 117,179 128,965 

売上総利益又は売上総損失（△） 6,872 △3,865 

販売費及び一般管理費 9,442 10,428 

営業損失（△） △2,570 △14,294 

営業外収益   

 受取利息 249 93 

 受取ロイヤリティー 67 24 

 受取賃貸料 39 121 

 その他 237 185 

 営業外収益合計 594 424 

営業外費用   

 支払利息 51 86 

 固定資産除却損 147 129 

 支払補償費 2,500 592 

 貸倒引当金繰入額 1 1 

 為替差損 223 730 

 その他 162 180 

 営業外費用合計 3,087 1,720 

経常損失（△） △5,064 △15,591 

特別利益   

 固定資産売却益 21 - 

 特別利益合計 21 - 

特別損失   

 減損損失 98 18,677 

 特別退職金 22 - 

 特別損失合計 120 18,677 

税金等調整前四半期純損失（△） △5,163 △34,268 

法人税等 854 398 

四半期純損失（△） △6,018 △34,666 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） - - 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △6,018 △34,666 
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四半期連結包括利益計算書 

第３四半期連結累計期間 

           (単位：百万円) 
          前第３四半期連結累計期間 

(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

四半期純損失（△） △6,018 △34,666 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △34 14 

 為替換算調整勘定 △1,054 △176 

 退職給付に係る調整額 383 710 

 その他の包括利益合計 △705 548 

四半期包括利益 △6,723 △34,117 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △6,723 △34,117 

 非支配株主に係る四半期包括利益 - - 
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