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1.  平成23年5月期第3四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成23年2月28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3四半期 24,344 10.7 464 95.1 523 66.7 310 70.2
22年5月期第3四半期 21,990 7.3 238 38.9 313 32.2 182 67.4

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3四半期 42.30 ―

22年5月期第3四半期 24.85 ―

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3四半期 12,840 5,240 40.8 712.99
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3四半期  5,240百万円 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 ― 7.00 ―

23年5月期 
（予想）

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、対前期増減率）

（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

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.その他情報」をご覧ください。）

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3Q 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3Q  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3Q 7,349,778株 22年5月期3Q 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢は依然として厳しい状況にあるものの、企業収益は

改善しており、また設備投資も持ち直しの傾向がみられるなど、景気は徐々に足踏み状態を脱しつつある状況とな

ってまいりました。 

 このような経済状況のもと、当社グループの主要取引先である自動車分野につきましては、景気刺激策の終了な

どから車載機器関連向け商材の販売が伸び悩み、売上は減少いたしました。民生分野につきましては、政府の景気

対策の影響などもあり、光半導体の受託生産の受注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

きましては、半導体販売などが伸び悩み売上は減少いたしました。その他の分野につきましては、工作機械向け組

付け受注が増加し、売上は好調に推移いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は24,344百万円（前年同期比10.7％増）、利益につきましては、

売上高の増加にともなう売上総利益の増加等により、営業利益は464百万円（前年同期比95.1％増）、経常利益は

523百万円（前年同期比66.7％増）、四半期純利益は310百万円（前年同期比70.2％増）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 

 車載機器関連向けの一部商材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。その結果、セグメントの売上高は15,790百万円となり、セグメント利益は552百万円となりま

した。 

  

② 海外事業部門 

 政府の景気対策の影響などもあり、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8,554百万円となり、セグメント利益は261百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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171百万円増 

加、受取手形及び売掛金が1,117百万円増加、たな卸資産が171百万円減少する一方、支払手形及び買掛金が486百

万円増加、短期借入金が677百万円増加しました。その結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産は12,840 

百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,058百万円増加しました。  

  

（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  

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益および経常利益は852千円減少し、税金等調整前四半期純

利益は8,011千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３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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 918,919 747,338

受取手形及び売掛金 7,190,438 6,072,586

たな卸資産 2,320,473 2,492,126

繰延税金資産 43,526 76,165

未収消費税等 251,586 354,761

その他 558,331 398,371

貸倒引当金 △36,051 △6,257

流動資産合計 11,247,224 10,135,091

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 422,553 458,724

機械装置及び運搬具（純額） 32,648 31,575

土地 477,877 477,877

リース資産（純額） 97,754 137,322

建設仮勘定 5,855 －

その他（純額） 36,514 31,095

有形固定資産合計 1,073,204 1,136,595

無形固定資産 106,239 112,919

投資その他の資産   

投資有価証券 100,422 93,304

繰延税金資産 11,271 10,936

その他 321,141 317,730

貸倒引当金 △19,204 △24,858

投資その他の資産合計 413,631 397,112

固定資産合計 1,593,074 1,646,627

資産合計 12,840,298 11,781,719
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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 5,762,317 5,275,997

短期借入金 1,279,762 602,612

1年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000

リース債務 55,562 54,104

未払法人税等 63,476 181,927

賞与引当金 43,236 87,624

役員賞与引当金 6,000 5,000

その他 146,709 214,863

流動負債合計 7,457,063 6,522,129

固定負債   

リース債務 47,206 87,994

繰延税金負債 10,705 11,908

負ののれん 5,445 21,783

資産除去債務 23,419 －

その他 56,118 44,637

固定負債合計 142,895 166,324

負債合計 7,599,959 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 4,235,493 4,027,424

自己株式 △140 △87

株主資本合計 5,329,352 5,121,336

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,050 △4,418

為替換算調整勘定 △84,962 △23,652

評価・換算差額等合計 △89,013 △28,071

純資産合計 5,240,339 5,093,265

負債純資産合計 12,840,298 11,781,719
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 21,990,902 24,344,196

売上原価 20,362,262 22,406,911

売上総利益 1,628,640 1,937,284

販売費及び一般管理費 1,390,336 1,472,418

営業利益 238,303 464,865

営業外収益   

受取利息 6,502 6,090

受取配当金 733 1,322

仕入割引 21,642 19,151

受取家賃 37,088 34,788

負ののれん償却額 16,337 16,337

その他 13,880 9,359

営業外収益合計 96,184 87,051

営業外費用   

支払利息 10,970 10,183

ファクタリング料 444 －

売上割引 2,840 905

為替差損 5,703 16,570

その他 664 1,116

営業外費用合計 20,622 28,775

経常利益 313,865 523,141

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 313,865 515,983

法人税、住民税及び事業税 123,802 174,359

法人税等調整額 7,386 30,657

法人税等合計 131,189 205,017

少数株主損益調整前四半期純利益 － 310,966

四半期純利益 182,676 310,966
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28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 313,865 515,983

減価償却費 129,435 116,319

のれん償却額 490 －

負ののれん償却額 △16,337 △16,337

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,488 △44,388

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,750 1,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,686 24,139

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 △7,235 △7,413

支払利息 10,970 10,183

売上債権の増減額（△は増加） △1,386,802 △1,144,230

たな卸資産の増減額（△は増加） △823,615 139,877

未収消費税等の増減額（△は増加） △36,103 103,174

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,206,891 180,195

差入保証金の増減額（△は増加） △2,671 △2,662

仕入債務の増減額（△は減少） 1,960,709 531,484

その他の流動負債の増減額（△は減少） 782,419 △64,913

その他 △8,330 13,340

小計 △313,147 362,911

利息及び配当金の受取額 4,104 6,819

利息の支払額 △10,945 △10,392

法人税等の支払額 △52,042 △291,781

法人税等の還付額 89,667 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △282,364 67,556

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 △426,000 △26,000

定期預金の払戻による収入 26,000 26,000

有形固定資産の取得による支出 △19,404 △44,116

有形固定資産の売却による収入 － 789

無形固定資産の取得による支出 △6,106 △13,927

投資有価証券の取得による支出 △1,030 △6,566

差入保証金の差入による支出 2,984 －

預り保証金の返還による支出 △1,492 －

貸付けによる支出 △144,000 △343,000

その他 △349 △7,133

投資活動によるキャッシュ・フロー △569,398 △413,955
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

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） 593,797 683,330

長期借入金の返済による支出 △200,000 －

リース債務の返済による支出 △38,874 △40,620

自己株式の取得による支出 － △53

配当金の支払額 △102,898 △102,897

財務活動によるキャッシュ・フロー 252,024 539,759

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,075 △21,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △604,814 171,581

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 747,804 882,919
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当第３四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28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３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,822,648  4,822,648  

Ⅱ 連結売上高（千円）    21,990,902  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  21.9  21.9  
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28日）  

                                         （単位：千円） 

（注）１.セグメント利益の調整額△348,474千円は、セグメント間取引消去2,276千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△350,750千円であります。 

   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） 

 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３四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28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 15,790,012 8,554,184 24,344,196  － 24,344,196

セグメント間の内部売上高
又は振替高 256,351 277,347 533,698  △533,698 －

計 16,046,363 8,831,531 24,877,894  △533,698 24,344,196

セグメント利益 552,293 261,046 813,340  △348,474 464,865

（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３四半期連結累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３四半期連結累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３四半期連結累計期間
（自 平成22年６月１日 
至 平成23年２月28日） 

前年同期比（％）

国内事業部門  43,777  －

海外事業部門  6,744,089  －

合      計  6,787,866  －

セグメントの名称
当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年６月１日 
至 平成23年２月28日） 

前年同期比（％）

国内事業部門  14,571,630  －

海外事業部門  7,319,529  －

合      計  21,891,160  －
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（３）販売実績    

   当第３四半期連結累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３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累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３四半期連結累計期間
（自 平成22年６月１日 
至 平成23年２月28日） 

前年同期比（％）

国内事業部門  15,790,012  －

海外事業部門  8,554,184  －

合      計  24,344,196  －

相 手 先 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年２月28日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年６月１日 
至 平成23年２月28日） 

金 額 割合（％） 金 額 割合（％）

アイシン精機㈱グループ  8,673,398  39.4  6,700,507  27.5

  アイシン・エィ・ダブリュ㈱  6,773,442  30.8  4,885,252  20.1

  アイシン精機㈱  1,899,956  8.6  1,815,254  7.5

シャープ㈱  5,256,537  23.9  6,529,159  26.8

小 計  13,929,936  63.3  13,229,666  54.3

連結売上高合計  21,990,902  100.0  24,344,196  100.0
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