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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6月30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 ％

30年3月期第1四半期 75,774 24.4 10,019 33.7 9,959 33.0 6,858 31.3

29年3月期第1四半期 60,903 6.6 7,496 21.2 7,485 24.3 5,223 37.4

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　7,470百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△923百万円 （―％）

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

30年3月期第1四半期 24.69 23.85

29年3月期第1四半期 19.03 16.05

(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 ％

30年3月期第1四半期 214,023 168,666 78.2

29年3月期 212,041 155,658 72.9

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 167,432百万円 29年3月期 154,530百万円

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

29年3月期 ― 7.61 ― 9.10 16.71

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 9.17 ― 10.43 19.60

（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30年 3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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

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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 138,000 13.3 14,800 11.3 14,500 10.6 10,100 21.0 36.65

通期 290,000 12.0 31,700 16.9 31,100 17.5 21,600 17.5 78.39

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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) 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 ： 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） 30年3月期1Q 281,561,949 株 29年3月期 275,689,140 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 129,178 株 29年3月期 129,178 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 277,773,932 株 29年3月期1Q 274,493,240 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・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、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３ページ「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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における世界経済および日本経済は、全体として緩やかな回復基調が続きました。ア

メリカでは雇用者数、設備投資などが前四半期に対して増加するなど景気の回復傾向が見られました。中国では各

種政策効果もあり、消費は堅調に推移し、その他のアジア各国および欧州においても緩やかな景気回復が続きまし

た。また、日本でも個人消費や設備投資は引き続き堅調に推移し、企業収益や雇用情勢が改善しました。

このような環境において当社グループは、メーカー事業と流通事業を併せ持つユニークな業態を活かしながら、

これを支える事業基盤をグローバルで進化させ、顧客の非効率を解消することで世界の製造業に貢献し、同時に事

業拡大を加速させています。ＩＴを核とした新たなものつくりに応えるため、引き続きウェブ戦略を推進し競争力

を強化しました。また、海外における拠点展開として、最適調達を目的とした現地生産・現地調達を推進し、グロ

ーバル確実短納期体制の強化に努めました。事業別には、ＦＡ事業および金型部品事業では自動車業界やエレクト

ロニクス業界などの需要を取り込み、ＶＯＮＡ事業では品揃えの強化などによって国内が引き続き大きく伸長した

ことに加え、国際展開の推進により海外売上高も伸長しました。これらにより連結売上高を拡大することが出来ま

した。

こうした結果、連結売上高は757億７千４百万円（前年同期比24.4％増）となりました。利益面につきましては、

営業利益は100億１千９百万円（前年同期比33.7％増）、経常利益は99億５千９百万円（前年同期比33.0％増）と

なりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は68億５千８百万円（前年同期比31.3％増）となりました。四半

期決算として、売上高、利益とも過去最高を更新しました。

　

・報告セグメントの業績

①ＦＡ事業

ＦＡ事業は、ＦＡ部品の確実短納期ニーズがグローバルに拡大する中、ミスミモデルを着実に浸透させ、自動車

やエレクトロニクス関連業界などの旺盛な自動化需要を積極的に取り込んだことなどにより、日本、中国、アジア

の販売拡大が寄与し、売上高は256億６千５百万円（前年同期比28.3％増）、営業利益は52億７千２百万円（前年

同期比58.0％増）となりました。

②金型部品事業

金型部品事業は、主要顧客である自動車関連業界への拡販活動などにより、中国、アジアの販売拡大が寄与し、

売上高は196億９千８百万円（前年同期比17.9％増）、営業利益は16億６千６百万円（前年同期比97.9％増）とな

りました。

③ＶＯＮＡ事業

ＶＯＮＡ事業は、ミスミブランド以外の他社製品も含めた生産設備関連部品から、製造副資材やＭＲＯ（消耗

品）等を販売するミスミグループの流通事業です。事業成長を支える品揃え拡大は今期も継続し、当第1四半期時

点でグローバルでの取扱品目数は2,070万点に達しました。こうした取り組みや積極的な販売拡大施策の展開によ

り、売上高は304億１千万円（前年同期比25.7％増）となりました。営業利益については、事業拡大に向けた費用

増により、32億３千６百万円（前年同期比6.5％減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況に関する分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ19億８千１百万円増加し、2,140億２千３百

万円となりました。この主な要因は現金及び預金が35億２千２百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が45億５

千４百万円増加したこと、商品及び製品が10億６千９百万円増加したことなどにより流動資産が18億４千６百万円

増加したこと、有形固定資産が５億１千６百万円減少したこと、無形固定資産が７百万円増加したこと、及び投資

有価証券等の投資その他の資産が６億４千４百万円増加したことであります。

総負債は前連結会計年度末に比べ110億２千５百万円減少し、453億５千７百万円となりました。この主な要因は

支払手形及び買掛金が７億７千５百万円減少したこと、未払金が22億２千９百万円減少したこと、未払法人税等が

６億３千１百万円減少したことなどにより流動負債が35億３千８百万円減少したこと、主に新株予約権付社債の転

換により固定負債が74億８千７百万円減少したことであります。

純資産は前連結会計年度末に比べ130億７百万円増加し、1,686億６千６百万円となりました。この主な要因は、

新株予約権付社債の転換等により、資本金が39億８千４百万円増加したこと、資本剰余金が39億８千４百万円増加

したこと、利益剰余金が43億５千７百万円増加したことなどにより株主資本が123億２千６百万円増加したこと、

為替換算調整勘定等のその他の包括利益累計額が５億７千５百万円増加したことであります。この結果、自己資本

比率は前連結会計年度末の72.9％から78.2％となりました。

　

②キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ39億２千８百万円増加し、

517億６千９百万円となりました。

また、当第１四半期連結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・フローは、17億４千６百万円の純収入となりました（前年同期は25億３千９百万円

の純収入）。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が99億５千９百万円、減価償却費が16億２千６百万円、

のれん償却額が４億３千１百万円、賞与引当金の減少額が10億３千７百万円、売上債権の増加額が38億１千１百万

円、たな卸資産の増加額が13億６百万円、仕入債務の減少額が７億５千万円、未払金の減少額が10億円、法人税等

の支払額が35億７千６百万円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、44億６千２百万円の純収入となりました（前年同期は20億１千１百万円

の純収入）。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が28億７千９百万円、定期預金の預入による支出が70億

９千３百万円、定期預金の払戻による収入が145億８千８百万円であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、24億９千５百万円の純支出となりました（前年同期は21億８千６百万円

の純支出）。この主な内訳は、配当金の支払額が25億７百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成29年５月11日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりませ

ん。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 63,179 59,657

受取手形及び売掛金 57,847 62,402

商品及び製品 25,448 26,518

仕掛品 2,215 1,965

原材料及び貯蔵品 5,646 6,172

その他 6,245 5,731

貸倒引当金 △301 △320

流動資産合計 160,281 162,127

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,711 9,686

機械装置及び運搬具（純額） 11,454 11,434

土地 3,712 3,731

その他（純額） 2,996 2,505

有形固定資産合計 27,874 27,357

無形固定資産

ソフトウエア 9,568 10,243

のれん 1,011 542

その他 8,432 8,234

無形固定資産合計 19,012 19,019

投資その他の資産

投資有価証券 6 6

その他 5,062 5,706

貸倒引当金 △195 △195

投資その他の資産合計 4,873 5,517

固定資産合計 51,759 51,895

資産合計 212,041 214,023
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,974 16,198

未払金 9,033 6,803

未払法人税等 3,332 2,700

賞与引当金 2,286 1,310

役員賞与引当金 242 64

その他 5,378 6,630

流動負債合計 37,246 33,708

固定負債

新株予約権付社債 10,388 2,385

退職給付に係る負債 4,509 4,655

その他 4,237 4,607

固定負債合計 19,135 11,648

負債合計 56,382 45,357

純資産の部

株主資本

資本金 7,593 11,578

資本剰余金 17,982 21,966

利益剰余金 128,226 132,583

自己株式 △76 △76

株主資本合計 153,724 166,051

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 863 1,435

退職給付に係る調整累計額 △57 △54

その他の包括利益累計額合計 805 1,381

新株予約権 675 753

非支配株主持分 453 479

純資産合計 155,658 168,666

負債純資産合計 212,041 214,023
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 60,903 75,774

売上原価 35,317 43,442

売上総利益 25,585 32,332

販売費及び一般管理費 18,089 22,312

営業利益 7,496 10,019

営業外収益

受取利息 45 50

補助金収入 49 38

雑収入 62 84

営業外収益合計 158 173

営業外費用

売上割引 17 19

為替差損 133 201

雑損失 18 12

営業外費用合計 169 233

経常利益 7,485 9,959

税金等調整前四半期純利益 7,485 9,959

法人税等 2,249 3,071

四半期純利益 5,235 6,888

非支配株主に帰属する四半期純利益 12 30

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,223 6,858
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 5,235 6,888

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1 －

為替換算調整勘定 △6,152 581

退職給付に係る調整額 0 3

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 △2

その他の包括利益合計 △6,158 582

四半期包括利益 △923 7,470

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △915 7,433

非支配株主に係る四半期包括利益 △7 36

決算短信（宝印刷） 2017年07月27日 16時15分 9ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社ミスミグループ本社(9962) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

8

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 7,485 9,959

減価償却費 1,405 1,626

のれん償却額 428 431

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 139 151

賞与引当金の増減額（△は減少） △940 △1,037

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △278 △117

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 18

受取利息及び受取配当金 △45 △57

支払利息 1 1

株式報酬費用 59 111

為替差損益（△は益） △196 56

持分法による投資損益（△は益） △14 △14

売上債権の増減額（△は増加） △1,032 △3,811

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,436 △1,306

未収消費税等の増減額（△は増加） 149 174

仕入債務の増減額（△は減少） 112 △750

未払金の増減額（△は減少） △565 △1,000

その他の資産の増減額（△は増加） △316 △230

その他の負債の増減額（△は減少） 1,126 1,021

小計 6,087 5,226

利息及び配当金の受取額 51 68

利息の支払額 △1 △1

法人税等の還付額 28 29

法人税等の支払額 △3,626 △3,576

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,539 1,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △1,592 △2,879

固定資産の売却による収入 1 2

保険積立金の解約による収入 － 2

定期預金の預入による支出 △6,004 △7,093

定期預金の払戻による収入 9,360 14,588

敷金及び保証金の差入による支出 △233 △163

敷金及び保証金の回収による収入 74 57

その他 404 △52

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,011 4,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 22 12

配当金の支払額 △2,209 △2,507

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,186 △2,495

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,906 215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 457 3,928

現金及び現金同等物の期首残高 39,204 47,840

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物
の増減額（△は減少）

△781 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 38,880 51,769
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（４）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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

重要な非資金取引の内容

前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

新株予約権付社債の転換による
資本金増加額

―百万円 3,961百万円

新株予約権付社債の転換による
資本剰余金増加額

―百万円 3,961百万円

新株予約権付社債の転換による
新株予約権付社債減少額

―百万円 7,923百万円

（セグメント情報等）

（セグメント情報）

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

四半期連結

損益計算書

計上額ＦＡ事業 金型部品事業 ＶＯＮＡ事業 計

売上高

外部顧客への売上高 20,002 16,707 24,193 60,903 ― 60,903

セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ―

計 20,002 16,707 24,193 60,903 ― 60,903

セグメント利益 3,336 841 3,461 7,639 △142 7,496

　

のれん等償却前セグメント利益※ 3,336 1,415 3,461 8,213 △142 8,070

※(参考情報)

Dayton Lamina Corporation買収にかかるのれん・その他無形固定資産の償却前営業利益

２ 報告セグメントの合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

（単位：百万円）

売上高 金額

報告セグメント計 60,903

調整額 ―

四半期連結損益計算書の売上高 60,903

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 7,639

調整額 △142

四半期連結損益計算書の営業利益 7,496
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当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

四半期連結

損益計算書

計上額ＦＡ事業 金型部品事業 ＶＯＮＡ事業 計

売上高

外部顧客への売上高 25,665 19,698 30,410 75,774 ― 75,774

セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ―

計 25,665 19,698 30,410 75,774 ― 75,774

セグメント利益 5,272 1,666 3,236 10,174 △154 10,019

　

のれん等償却前セグメント利益※ 5,272 2,252 3,236 10,761 △154 10,606

※(参考情報)

Dayton Lamina Corporation買収にかかるのれん・その他無形固定資産の償却前営業利益

２ 報告セグメントの合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

（単位：百万円）

売上高 金額

報告セグメント計 75,774

調整額 ―

四半期連結損益計算書の売上高 75,774

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 10,174

調整額 △154

四半期連結損益計算書の営業利益 10,019
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（補足情報）

前第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日）

１ 地域に関する情報

(1)売上高

（単位：百万円）

日本 中国 アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計

32,761 10,444 7,175 6,319 3,163 1,038 60,903

(注) 売上高は当社グループの本邦と本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(2)有形固定資産

（単位：百万円）

日本 中国 ベトナム アメリカ その他 計

9,937 7,077 5,483 2,728 1,248 26,475

２ のれんに関する報告セグメント別情報

（単位：百万円）

金型部品事業

当第１四半期

連結累計期間償却額
428

当第１四半期末残高 2,160

当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）

１ 地域に関する情報

(1)売上高

（単位：百万円）

日本 中国 アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計

38,744 14,637 10,470 6,978 3,691 1,252 75,774

(注) 売上高は当社グループの本邦と本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(2)有形固定資産

（単位：百万円）

日本 中国 ベトナム アメリカ その他 計

10,318 6,953 5,760 2,808 1,516 27,357

２ のれんに関する報告セグメント別情報

（単位：百万円）

金型部品事業

当第１四半期

連結累計期間償却額
431

当第１四半期末残高 542
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