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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21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 ％

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

21年5月期第1四半期 7,259 ― 79 ― 112 ― 48 ―

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

22年5月期第1四半期 △2.16 ―

21年5月期第1四半期 6.58 ―

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

22年5月期第1四半期 9,768 4,850 49.7 659.99
21年5月期 10,288 4,921 47.8 669.56

（参考） 自己資本  22年5月期第1四半期  4,850百万円 21年5月期  4,921百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年5月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00

22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

13,500 △10.0 90 △56.6 110 △55.8 70 △39.5 9.52

通期 28,500 7.8 280 66.6 330 30.4 210 66.2 28.57
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4.  その他 

(1) 期中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) 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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想は、本資料の発表日現在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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第1四半期 7,350,000株 21年5月期 7,350,000株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期 121株 21年5月期 121株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 7,349,879株 21年5月期第1四半期 7,349,911株
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（１）業績の状況 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気に下げ止まりの兆しが見え始めたものの、企業収益は

低迷しており、設備投資は大幅に減少し、雇用情勢が厳しさを増すなど、依然として厳しい状況となっておりま

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、ハイブリッドカー向け商

材は市場の好況を受け、急速に受注拡大しており売上が回復いたしました。アミューズメント分野につきまして

は、新機種の後倒しに伴い半導体等の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。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減少したため低調

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5,991百万円（前年同期比17.5％減）、利益につきまして

は、売上高の減少に伴う売上総利益の減少等により、営業損失は54百万円（前年同四半期は営業利益79百万

円）、経常損失は26百万円（前年同四半期は経常利益112百万円）、四半期純損失は15百万円（前年同四半期は

四半期純利益48百万円）となりました。  

  

 事業の部門別売上概況は次のとおりであります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より、組織改編を実施し、国内事業部門および海外事業部門に改編しており

ますため、前年同期比の記載は前期実績を新部門区分に組み替えて算出しております。 

  

① 国内事業部門 

 ハイブリッドカー向け商材は市場の好況を受け、急速に受注拡大しており売上が回復いたしました。アミュ

ーズメント向け商材の販売ならびに工作機械向け組付け受注が減少し、売上が減少いたしました。その結果、

当部門の売上高は3,916百万円（前年同期比28.4％減）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、当部門の売上高は2,074百万円

（前年同期比15.8％増）となりました。 

  

 商品の品目別売上概況は次のとおりであります。 

  

① 半導体 

 ICやLEDなどの販売が伸び悩み、売上高は1,433百万円（前年同期比31.0％減）となりました。 

  

② 液晶 

 カーナビゲーション向け液晶販売が伸び悩み、売上高は122百万円（前年同期比60.8％減）となりました。 

  

③ 電子部品 

 抵抗や機構部品の売上が減少したため、売上高は727百万円（前年同期比12.4％減）となりました。 

  

④ ユニット・アセンブリ 

 光半導体の受託生産が増加したものの工作機械向け組付け受注が減少したため、売上高は2,153百万円（前

年同期比17.6％減）となりました。 

  

⑤ その他  

 カーナビゲーション向け商材の売上が減少したもののハイブリッドカー向け商材の販売が堅調に推移した結

果、売上高は1,555百万円（前年同期比9.0％増）となりました。 

 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報
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 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81百万円増

加、受取手形及び売掛金が907百万円減少、たな卸資産が470百万円増加、未収消費税等が100百万円減少する一

方、支払手形及び買掛金が103百万円増加、短期借入金が502百万円減少しました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間末の総資産は9,768百万円となり、前連結会計年度末と比較して519百万

円減少しました。 

 

  

  

  連結業績予想について、現時点では前回発表（平成21年７月３日）の業績予想を変更いたしません。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

 ・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。 

  

  

  該当事項はありません。   

  

２．連結財政状態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

４．その他

（１）期中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）

（２）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

（３）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
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５．四半期連結財務諸表 
（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21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21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,445,124 1,363,320 

受取手形及び売掛金 4,220,899 5,128,344 

たな卸資産 2,018,824 1,548,002 

繰延税金資産 69,648 55,575 

未収消費税等 79,815 180,050 

未収還付法人税等 89,667 85,930 

その他 101,729 114,174 

貸倒引当金 △7,131 △8,135 

流動資産合計 8,018,577 8,467,263 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 498,783 514,096 

機械装置及び運搬具（純額） 36,950 41,051 

土地 477,877 477,877 

リース資産（純額） 171,715 184,872 

その他（純額） 43,075 43,733 

有形固定資産合計 1,228,403 1,261,632 

無形固定資産 129,245 137,129 

投資その他の資産   

投資有価証券 94,954 74,339 

差入保証金 268,888 271,384 

繰延税金資産 7,224 14,968 

その他 37,356 80,651 

貸倒引当金 △15,708 △18,608 

投資その他の資産合計 392,716 422,736 

固定資産合計 1,750,365 1,821,497 

資産合計 9,768,942 10,288,761 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,678,389 3,574,689 

短期借入金 239,683 742,514 

1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000 

リース債務 51,528 51,199 

未払法人税等 8,602 6,183 

賞与引当金 44,844 77,500 

役員賞与引当金 1,250 － 

その他 172,116 178,357 

流動負債合計 4,396,413 4,830,444 

固定負債   

長期借入金 300,000 300,000 

リース債務 123,739 136,742 

繰延税金負債 10,733 8,860 

負ののれん 38,121 43,567 

その他 49,016 47,921 

固定負債合計 521,609 537,092 

負債合計 4,918,023 5,367,536 

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 3,769,344 3,841,440 

自己株式 △87 △87 

株主資本合計 4,863,257 4,935,353 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,760 △14,760 

為替換算調整勘定 △9,577 631 

評価・換算差額等合計 △12,337 △14,128 

純資産合計 4,850,919 4,921,224 

負債純資産合計 9,768,942 10,288,761 
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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20年６月１日 

 至 平成20年８月31日) 

当第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) 

売上高 7,259,080 5,991,021 

売上原価 6,618,376 5,599,217 

売上総利益 640,703 391,803 

販売費及び一般管理費 561,151 446,137 

営業利益又は営業損失（△） 79,551 △54,334 

営業外収益   

受取利息 1,629 1,498 

受取配当金 834 496 

仕入割引 8,001 5,956 

受取家賃 12,777 12,591 

負ののれん償却額 5,445 5,445 

為替差益 7,077 － 

その他 4,961 8,781 

営業外収益合計 40,727 34,769 

営業外費用   

支払利息 5,885 4,365 

ファクタリング料 20 184 

売上割引 793 906 

為替差損 － 1,684 

その他 884 23 

営業外費用合計 7,584 7,165 

経常利益又は経常損失（△） 112,694 △26,729 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 880 1,293 

特別利益合計 880 1,293 

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（△）

113,575 △25,436 

法人税、住民税及び事業税 35,072 3,183 

法人税等調整額 30,074 △12,718 

法人税等合計 65,146 △9,534 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 48,428 △15,901 
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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20年６月１日 

 至 平成20年８月31日) 

当第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) 

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（△）

113,575 △25,436 

減価償却費 35,457 43,073 

のれん償却額 736 490 

負ののれん償却額 △5,445 △5,445 

賞与引当金の増減額（△は減少） △51,573 △32,656 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,018 1,250 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △880 △3,903 

受取利息及び受取配当金 △2,464 △1,995 

支払利息 5,885 4,365 

売上債権の増減額（△は増加） 1,252,796 926,413 

たな卸資産の増減額（△は増加） △635,145 △472,123 

未収消費税等の増減額（△は増加） 148,348 100,235 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △46,915 13,504 

差入保証金の増減額（△は増加） △172 － 

仕入債務の増減額（△は減少） △378,599 95,066 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 54,554 △6,222 

その他 412 △1,154 

小計 476,552 635,461 

利息及び配当金の受取額 1,368 803 

利息の支払額 △5,670 △3,969 

法人税等の支払額 △125,455 △5,248 

営業活動によるキャッシュ・フロー 346,796 627,047 

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 △16,432 △5,271 

有形固定資産の売却による収入 1,480 － 

無形固定資産の取得による支出 △7,142 △1,335 

投資有価証券の取得による支出 △334 △351 

差入保証金の差入による支出 709 2,483 

関係会社出資金の払込による支出 △43,744 － 

その他 1,504 2 

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,959 △4,472 

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） △514,319 △503,068 

リース債務の返済による支出 － △12,674 

配当金の支払額 △91,874 △51,449 

財務活動によるキャッシュ・フロー △606,193 △567,192 

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,796 1,123 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △311,560 56,506 

現金及び現金同等物の期首残高 1,206,951 1,327,320 

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 895,391 1,409,124 
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20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、事業区分としては単一セグメントであるため、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。 

 

当第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。

  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20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。 

 

当第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。 

  

   

     前第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日） 

     当第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。 

  

   

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,190,811  1,190,811

Ⅱ 連結売上高（千円）    7,259,080

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.4  16.4

  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

（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の生産実績は、次のとおりであります。 

                                                                                              （単位：千円）

 （注）１．当社グループは事業の種類別セグメント情報を開示しておりませんので、部門別に記載しております。 

２．当第１四半期連結会計期間より、組織改編を実施し、国内事業部門および海外事業部門に改編しております

ため、前年同期比の記載は前期実績を新部門区分に組み替えて算出しております。 

３．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。 

４．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は、次のとおりであります。 

                                                                                              （単位：千円）

 （注）１．当社グループは事業の種類別セグメント情報を開示しておりませんので、品目別に記載しております。 

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．主な仕入先は次のとおりであります。 

（単位：千円）

なお、㈱東芝の仕入金額には㈱東芝の販売子会社㈱デバイスリンクからの仕入を含んでおります。 

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

部  門  別 
当第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） 
前年同期比（％） 

国内事業部門  16,760  55.9

海外事業部門  1,794,984  102.4

合      計  1,811,745  101.6

品 目 別 
当第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） 
前年同期比（％）  

半導体  1,365,272  69.3

液晶  94,585  28.7

電子部品  666,350  89.2

ユニット・アセンブリ  2,303,084  86.4

その他  1,558,351  111.9

合 計  5,987,644  84.3

  
  

相 手 先 

当第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） 

  金 額 割合（％） 

㈱東芝  2,041,749  34.1

シャープ㈱   1,771,139  29.6
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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商品の品目別販売実績は、次のとおりであります。 

                                                                                              （単位：千円）

  

 当第１四半期連結会計期間における商品の部門別販売実績は、次のとおりであります。 

                                            （単位：千円）

 （注）１．当社グループは事業の種類別セグメント情報を開示しておりませんので、品目別および部門別に記載してお

ります。  

２．当第１四半期連結会計期間より、組織改編を実施し、国内事業部門および海外事業部門に改編しております

ため、前年同期比の記載は前期実績を新部門区分に組み替えて算出しております。 

３．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）

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

品 目 別 
当第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） 
前年同期比（％） 

半導体  1,433,137  69.0

液晶  122,524  39.2

電子部品  727,026  87.6

ユニット・アセンブリ  2,153,043  82.4

その他  1,555,287  109.0

合 計  5,991,021  82.5

部  門  別 
当第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） 
前年同期比（％） 

国内事業部門  3,916,720  71.6

海外事業部門  2,074,301  115.8

合      計  5,991,021  82.5

相 手 先 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年６月１日 

至 平成20年８月31日） 

当第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） 

金 額 割合（％） 金 額 割合（％） 

アイシン精機㈱グループ  2,716,060  37.4  2,495,260  41.7

  アイシン・エィ・ダブリュ㈱  2,016,357  27.8  1,952,366  32.6

  アイシン精機㈱  699,702  9.6  542,893  9.1

シャープ㈱  1,720,858  23.7  1,811,530  30.2

小 計  4,436,918  61.1  4,306,791  71.9

連結売上高合計  7,259,080  100.0  5,991,021  100.0

ミタチ産業㈱　（3321）　平成22年５月期　第１四半期決算短信

- 11 -




