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1.  平成25年5月期第1四半期の連結業績（平成24年6月1日～平成24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 ％

25年5月期第1四半期 9,048 △1.2 237 44.3 258 36.1 174 62.8
24年5月期第1四半期 9,162 3.4 164 △27.0 189 △22.2 107 △31.4

（注）包括利益 25年5月期第1四半期 144百万円 （67.1％） 24年5月期第1四半期 86百万円 （△30.3％）

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
円 銭 円 銭

25年5月期第1四半期 23.71 ―
24年5月期第1四半期 14.56 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年5月期第1四半期 13,384 4,862 36.3
24年5月期 13,828 4,769 34.5
（参考） 自己資本   25年5月期第1四半期  4,862百万円 24年5月期  4,769百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年5月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
25年5月期 ―
25年5月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 16,200 △14.6 260 ― 290 ― 190 ― 25.85
通期 33,400 △10.2 530 △26.8 590 △28.1 390 ― 53.06



(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  

(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、２ページの「２．サマリー情報（注記
事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
四半期連結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．当四半期決算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」をご覧くだ
さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年5月期1Q 7,350,000 株 24年5月期 7,350,000 株
② 期末自己株式数 25年5月期1Q 404 株 24年5月期 404 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期1Q 7,349,596 株 24年5月期1Q 7,349,674 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景に生産や設備投資に持ち直しの動きがみ 

られたほか、個人消費も緩やかに増加してまいりました。しかしながら海外景気の減速や原油価格の高騰、電力 

供給の制約といった影響もあり、先行き不透明な状況が続いてまいりました。 

 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、半導体や電子部品の

販売を中心に概ね堅調に推移いたしました。民生分野につきましては、光半導体の受託生産の受注が減少いたしま

した。アミューズメント分野につきましては、業界全体としては依然厳しい状態にあるものの、営業努力もあり底

堅く推移いたしました。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するなど、売上は好調に推

移いたしました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は9,048百万円（前年同四半期比1.2％減）、利益につき 

ましては、売上構成の変化にともなう売上原価の減少等もあり、営業利益は237百万円（前年同四半期比44.3％ 

増）、経常利益は258百万円（前年同四半期比36.1％増）、四半期純利益は174百万円（前年同四半期比62.8％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 

 工作機械向け組付け受注が増加したほか、自動車分野向け商材の販売などが概ね堅調に推移したものの、ハイ

ブリッドカー向け一部商材の販売が減少したこともあり、連結売上高は5,624百万円（前年同四半期比1.3％減） 

となりました。一方売上構成の変化にともなう売上原価の減少等もあり、営業利益は276百万円（前年同四半 

期比32.0％増）となりました。 

  

② 海外事業部門 

 アミューズメント分野向け販売は増加したものの、光半導体の受託生産の受注が減少したこともあり、連結 

売上高は3,424百万円（前年同四半期比1.1％減）となりました。一方、売上構成の変化にともなう売上原価の 

減少等もあり、営業利益は86百万円（前年同四半期比7.7％増）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313百万円増

加、受取手形及び売掛金が1,221百万円減少、たな卸資産が587百万円増加、未収消費税等が130百万円減少する

一方、支払手形及び買掛金が393百万円減少、短期借入金が209百万円減少しました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間末の総資産は13,384百万円となり、前連結会計年度末と比較して444百

万円減少しました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年５月期の連結業績予想につきましては、平成24年７月６日に公表した業績予想から変更はありません。

   

   

（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 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。  

   

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24年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 867,659 1,181,531

受取手形及び売掛金 8,215,090 6,993,271

たな卸資産 2,645,502 3,232,815

繰延税金資産 45,256 36,379

未収消費税等 235,221 104,246

未収還付法人税等 97,526 99,137

その他 83,939 85,448

貸倒引当金 △39,210 △47,212

流動資産合計 12,150,986 11,685,618

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 406,030 393,490

機械装置及び運搬具（純額） 67,812 72,246

土地 477,877 477,877

リース資産（純額） 28,387 18,780

建設仮勘定 3,269 －

その他（純額） 37,804 36,844

有形固定資産合計 1,021,182 999,240

無形固定資産 89,710 86,818

投資その他の資産   

投資有価証券 69,697 64,897

破産更生債権等 1,222,837 1,209,670

繰延税金資産 206,240 258,419

その他 291,147 289,436

貸倒引当金 △1,222,837 △1,209,670

投資その他の資産合計 567,085 612,752

固定資産合計 1,677,979 1,698,811

資産合計 13,828,965 13,384,430
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,864,537 5,471,099

短期借入金 2,335,484 2,125,551

リース債務 31,013 19,391

未払法人税等 18,892 150,301

賞与引当金 83,748 47,329

役員賞与引当金 － 5,000

その他 314,554 294,103

流動負債合計 8,648,231 8,112,777

固定負債   

長期借入金 300,000 300,000

リース債務 697 697

繰延税金負債 14,799 15,092

資産除去債務 23,806 23,884

その他 72,126 69,742

固定負債合計 411,429 409,416

負債合計 9,059,661 8,522,193

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 3,751,731 3,874,562

自己株式 △203 △203

株主資本合計 4,845,527 4,968,358

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △13,906 △17,310

為替換算調整勘定 △62,317 △88,811

その他の包括利益累計額合計 △76,223 △106,121

純資産合計 4,769,304 4,862,237

負債純資産合計 13,828,965 13,384,430
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 9,162,871 9,048,710

売上原価 8,503,853 8,286,813

売上総利益 659,017 761,897

販売費及び一般管理費 494,224 524,141

営業利益 164,793 237,756

営業外収益   

受取利息 4,392 1,330

受取配当金 843 867

仕入割引 5,586 8,806

受取家賃 11,596 11,275

為替差益 991 －

貸倒引当金戻入額 － 4,126

その他 6,353 7,057

営業外収益合計 29,763 33,463

営業外費用   

支払利息 3,695 4,240

売上割引 523 1,800

為替差損 － 3,915

その他 516 2,944

営業外費用合計 4,735 12,900

経常利益 189,820 258,318

税金等調整前四半期純利益 189,820 258,318

法人税、住民税及び事業税 49,685 125,386

法人税等調整額 33,060 △41,346

法人税等合計 82,745 84,040

少数株主損益調整前四半期純利益 107,074 174,278

四半期純利益 107,074 174,278
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 107,074 174,278

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,747 △3,404

為替換算調整勘定 △13,935 △26,494

その他の包括利益合計 △20,683 △29,898

四半期包括利益 86,391 144,380

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 86,391 144,380

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年６月１日 至 平成23年８月31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：千円） 

（注）１.セグメント利益の調整額△125,604千円は、セグメント間取引消去5,858千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△131,462千円であります。 

   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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

     該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年６月１日 至 平成24年８月31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：千円） 

（注）１.セグメント利益の調整額△126,004千円は、セグメント間取引消去△40千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△125,963千円であります。 

   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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

     該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

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 5,699,892 3,462,979 9,162,871  － 9,162,871

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

78,828 168,276 247,105  △247,105 ―

計 5,778,721 3,631,255 9,409,977  △247,105 9,162,871

セグメント利益 209,614 80,783 290,397  △125,604 164,793

  

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 5,624,049 3,424,660 9,048,710  － 9,048,710

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

481,624 261,377 743,001  △743,001 ―

計 6,105,674 3,686,038 9,791,712  △743,001 9,048,710

セグメント利益 276,769 86,990 363,760  △126,004 237,756

（５）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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