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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年5月期第1四半期 8,864 48.0 225 ― 244 ― 156 ―

22年5月期第1四半期 5,991 △17.5 △54 ― △26 ― △15 ―

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

23年5月期第1四半期 21.24 ―

22年5月期第1四半期 △2.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年5月期第1四半期 11,989 5,165 43.1 702.83
22年5月期 11,781 5,093 43.2 692.97

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  5,165百万円 22年5月期  5,093百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年5月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00

23年5月期 ―

23年5月期 
（予想）

7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 ％ 円 銭

第2四半期 
(累計)

16,800 20.8 200 63.3 240 38.7 140 38.2 19.04

通期 33,800 8.4 520 31.1 580 15.1 340 14.9 46.25



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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きの対象外であり、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きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値と異なる結果と
なる可能性があります。業績予想に関連する事項については、２ページの「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定
性的情報」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページの「２．その他の情報」をご参照ください。）

新規 ― 社 （ 社名 ）、 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年5月期1Q  7,350,000株 22年5月期  7,350,000株

② 期末自己株式数 23年5月期1Q  248株 22年5月期  121株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q  7,349,829株 22年5月期1Q  7,349,879株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の回復や経済政策の効果により、景気の持ち直しがあ

り企業収益に改善が見られるものの、雇用情勢は依然として厳しく、景気は先行き不透明な状況で推移しており

ます。 

 このような経済状況のもと、当社グループは主要取引先である自動車分野において、車載機器関連への販売が

伸び悩み、売上が減少いたしました。民生分野につきましては、光半導体の受託生産が増加し堅調に推移いたし

ました。アミューズメント分野につきましても、半導体等の売上が増加し堅調に推移いたしました。また、その

他の分野につきましても、工作機械向け組付け受注が回復し、売上は好調に推移いたしました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は8,864百万円（前年同期比48.0％増）、利益につきまして

は、売上高の増加に伴う売上総利益の増加や販売費及び一般管理費の抑制等により、営業利益は225百万円（前

年同期は営業損失54百万円）、経常利益は244百万円（前年同期は経常損失26百万円）、四半期純利益は156百万

円（前年同期は四半期純損失15百万円）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

   

① 国内事業部門 

 車載機器関連への販売が伸び悩んだものの、工作機械向け組付け受注が増加し、売上は堅調に推移いたしま

した。また、半導体製造関連装置向けの部材販売が寄与いたしました。その結果、セグメントの売上高は

5,180百万円となり、セグメント利益は193百万円となりました。 

  

② 海外事業部門 

 光半導体の受託生産が増加し、売上は堅調に推移いたしました。その結果、セグメントの売上高は3,684百

万円となり、セグメント利益は149百万円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が229百万円増

加、たな卸資産が440百万円増加、繰延税金資産（流動）が34百万円減少、未収消費税等が203百万円減少する一

方、支払手形及び買掛金が105百万円減少、短期借入金が466百万円増加しました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間末の総資産は11,989百万円となり、前連結会計年度末と比較して207百

万円増加しました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想について、現時点では前回発表（平成22年７月２日）の業績予想を変更いたしません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

・簡便な会計処理  

  固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によっ

ております。 

・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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業利益および経常利益は284千円減少し、税金等調整前四半期純利益は7,442千円減少しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は23,189千円であります。 

   

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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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）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 976,962 747,338 

受取手形及び売掛金 6,089,678 6,072,586 

たな卸資産 2,932,771 2,492,126 

繰延税金資産 41,826 76,165 

未収消費税等 151,494 354,761 

その他 208,403 398,371 

貸倒引当金 △19,108 △6,257 

流動資産合計 10,382,028 10,135,091 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 452,796 458,724 

機械装置及び運搬具（純額） 29,403 31,575 

土地 477,877 477,877 

リース資産（純額） 123,774 137,322 

その他（純額） 28,122 31,095 

有形固定資産合計 1,111,975 1,136,595 

無形固定資産 107,459 112,919 

投資その他の資産   

投資有価証券 79,959 93,304 

繰延税金資産 17,437 10,936 

その他 315,444 317,730 

貸倒引当金 △24,638 △24,858 

投資その他の資産合計 388,203 397,112 

固定資産合計 1,607,639 1,646,627 

資産合計 11,989,667 11,781,719 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,170,268 5,275,997 

短期借入金 1,068,752 602,612 

1年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000 

リース債務 54,446 54,104 

未払法人税等 54,153 181,927 

賞与引当金 43,113 87,624 

役員賞与引当金 2,000 5,000 

その他 163,989 214,863 

流動負債合計 6,656,723 6,522,129 

固定負債   

リース債務 74,253 87,994 

繰延税金負債 10,660 11,908 

資産除去債務 23,265 － 

負ののれん 16,337 21,783 

その他 42,763 44,637 

固定負債合計 167,281 166,324 

負債合計 6,824,004 6,688,453 

純資産の部   

株主資本   

資本金 521,600 521,600 

資本剰余金 572,400 572,400 

利益剰余金 4,132,091 4,027,424 

自己株式 △140 △87 

株主資本合計 5,225,950 5,121,336 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,589 △4,418 

為替換算調整勘定 △47,698 △23,652 

評価・換算差額等合計 △60,288 △28,071 

純資産合計 5,165,662 5,093,265 

負債純資産合計 11,989,667 11,781,719 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 5,991,021 8,864,912 

売上原価 5,599,217 8,154,304 

売上総利益 391,803 710,608 

販売費及び一般管理費 446,137 484,939 

営業利益又は営業損失（△） △54,334 225,668 

営業外収益   

受取利息 1,498 1,720 

受取配当金 496 554 

仕入割引 5,956 5,502 

受取家賃 12,591 11,596 

負ののれん償却額 5,445 5,445 

その他 8,781 4,465 

営業外収益合計 34,769 29,284 

営業外費用   

支払利息 4,365 3,367 

ファクタリング料 184 － 

売上割引 906 207 

為替差損 1,684 7,161 

その他 23 98 

営業外費用合計 7,165 10,833 

経常利益又は経常損失（△） △26,729 244,119 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,293 － 

特別利益合計 1,293 － 

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,158 

特別損失合計 － 7,158 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△25,436 236,960 

法人税、住民税及び事業税 3,183 48,836 

法人税等調整額 △12,718 32,007 

法人税等合計 △9,534 80,844 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 156,116 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15,901 156,116 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△25,436 236,960 

減価償却費 43,073 40,041 

のれん償却額 490 － 

負ののれん償却額 △5,445 △5,445 

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,656 △44,511 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,250 △3,000 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,903 12,630 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,158 

受取利息及び受取配当金 △1,995 △2,274 

支払利息 4,365 3,367 

売上債権の増減額（△は増加） 926,413 △29,874 

たな卸資産の増減額（△は増加） △472,123 △453,499 

未収消費税等の増減額（△は増加） 100,235 203,266 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,504 189,107 

差入保証金の増減額（△は増加） － △260 

仕入債務の増減額（△は減少） 95,066 △95,412 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,222 △47,365 

その他 △1,154 △1,580 

小計 635,461 9,306 

利息及び配当金の受取額 803 1,431 

利息の支払額 △3,969 △3,580 

法人税等の支払額 △5,248 △176,133 

営業活動によるキャッシュ・フロー 627,047 △168,976 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △6,000 △6,000 

定期預金の払戻による収入 6,000 6,000 

有形固定資産の取得による支出 △5,271 △3,510 

無形固定資産の取得による支出 △1,335 △3,095 

投資有価証券の取得による支出 △351 △361 

差入保証金の差入による支出 2,483 － 

その他 2 2,373 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,472 △4,592 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △503,068 472,325 

リース債務の返済による支出 △12,674 △13,398 

自己株式の取得による支出 － △53 

配当金の支払額 △51,449 △51,449 

財務活動によるキャッシュ・フロー △567,192 407,424 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,123 △4,230 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,506 229,624 

現金及び現金同等物の期首残高 1,327,320 711,338 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 25,298 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,409,124 940,962 
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第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日）  

 該当事項はありません。  

  

     【事業の種類別セグメント情報】 

        前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 当社グループはエレクトロニクス分野において、電子部品・電子機器の製造・販売およびこれらに付随する事

業を営んでおり、同事業の売上高および営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計および営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

    【所在地別セグメント情報】 

    前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

    【海外売上高】 

    前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・・・シンガポール、フィリピン、香港、台湾他 

３. 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  アジア 計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,246,199  1,246,199  

Ⅱ 連結売上高（千円）    5,991,021  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  20.8  20.8  
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    【セグメント情報】 

  

１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

 当社グループは、電子デバイス（半導体、液晶等）、電子部品の販売およびそれらに付随する業務を主た

る事業としており、主に国内で事業活動を行なう「国内事業部門」、および主に海外で事業活動を行なう

「海外事業部門」の２つを報告セグメントとしております。 

   

２．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  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日）  

                                         （単位：千円） 

（注）１.セグメント利益の調整額△117,596千円は、セグメント間取引消去1,024千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△118,621千円であります。 

   ２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

    （追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日）  

 該当事項はありません。 

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 

（注）２  国内事業部門 海外事業部門 計 

売上高           

外部顧客への売上高  5,180,558  3,684,354  8,864,912  －  8,864,912

セグメント間の内部売上高
又は振替高  41,332  85,247  126,580  △126,580  ―

計  5,221,890  3,769,602  8,991,493  △126,580  8,864,912

セグメント利益  193,721  149,543  343,265  △117,596  225,668

（６）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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生産、受注及び販売の状況  

（１）生産実績 

  当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

                                                                                              （単位：千円）

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．生産実績は、国内事業部門のうち当社連結子会社大洋電機㈱および海外事業部門のうち当社連結子会社

M.A.TECHNOLOGY,INC.にて生産販売した金額を表しております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（２）仕入実績 

  当第１四半期連結会計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

                                                （単位：千円） 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

    ２．金額は仕入実績から支給品および社内への振替分を控除しております。 

    ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 

至 平成22年８月31日） 
前年同期比（％） 

国内事業部門  16,582  －

海外事業部門  2,983,617  －

合      計  3,000,199  －

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 

至 平成22年８月31日） 
前年同期比（％） 

国内事業部門  4,995,997  －

海外事業部門  3,406,067  －

合      計  8,402,065  －
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（３）販売実績    

   当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

                                            （単位：千円）

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。  

２．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間の主な相手先グループ（相手先とその連結子会

社）別の販売実績および当該販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

（単位：千円）

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 

至 平成22年８月31日） 
前年同期比（％） 

国内事業部門  5,180,558  －

海外事業部門  3,684,354  －

合      計  8,864,912  －

相 手 先 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年６月１日 

至 平成21年８月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 

至 平成22年８月31日） 

金 額 割合（％） 金 額 割合（％） 

シャープ㈱  1,811,530  30.2  3,126,339  35.3

アイシン精機㈱グループ  2,495,260  41.7  2,356,771  26.6

  アイシン・エィ・ダブリュ㈱  1,952,366  32.6  1,729,872  19.5

  アイシン精機㈱  542,893  9.1  626,898  7.1

小 計  4,306,791  71.9  5,483,111  61.9

連結売上高合計  5,991,021  100.0  8,864,912  100.0
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