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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11月30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2四半期 13,911 △7.3 122 △41.0 173 △30.4 101 △12.5

21年5月期第2四半期 15,001 ― 207 ― 248 ― 115 ―

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2四半期 13.78 ―

21年5月期第2四半期 15.75 ―

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2四半期 12,964 4,937 38.1 671.73
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2四半期  4,937百万円 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 ― 7.00

22年5月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率） 

（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

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） 

（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。 

(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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第2四半期 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2四半期 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2四半期 7,349,879株 21年5月期第2四半期 7,349,930株
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（１）業績の状況 

 当第２四半期連結累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、持ち直しに転じつつ

あるものの、企業収益や設備投資は減少し、雇用情勢は依然として厳しい状況となっており、本格的な景気回復

には至っておりません。 

 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、一連の景気対策の効果な

どもあり、市場の好況を受けて受注拡大しており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、半導体および液晶など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の受注が

後倒しとなり軟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回復しつつあ

るものの売上は縮小しており低調に推移いたしました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は13,911百万円（前年同期比7.3％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、営業利益は122百万円（前年同期比41.0％減）、経常利益

は173百万円（前年同期比30.4％減）、四半期純利益は101百万円（前年同期比12.5％減）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。 

  

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て受注拡大しており堅調に推移いたしました。また、工作機

械向け組付け受注が回復しつつあるものの売上は減少し、当部門の売上高は9,658百万円（前年同期比10.8％

減）となりました。 

  

② 海外事業部門 

 光半導体の受託生産の受注が後倒しとなり軟調に推移いたしましたが、海外子会社の販売が堅調に推移した

ため、当部門の売上高は4,252百万円（前年同期比1.8％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２四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303百万円増加、

受取手形及び売掛金が604百万円増加、たな卸資産が329百万円増加、未収入金が1,728百万円増加する一方、支払手

形及び買掛金が1,025百万円増加、短期借入金が446百万円減少、未払金が2,235百万円増加しました。 

 その結果、当第２四半期連結会計期間末の総資産は12,964百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,676百万

円増加しました。 

  

  

 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。 

  

  

【表示方法の変更】 

  

  

  

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

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年６月１日 

至 平成21年11月30日） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しており

ました「未収入金の増減額（△は増加）および「未払金の増減額（△は減少）は重要性が増加したため、当第２四半

期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含まれる「未収入金の増減額（△は増加）および「未払金の増減額（△は減少）はそれ

ぞれ1,733千円、△8,327千円であります。 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年９月１日 

至 平成21年11月30日） 

（四半期連結貸借対照表） 

 前第２四半期連結会計期間において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金」は、資産総

額の100分の10を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期連

結会計期間の流動資産の「その他」に含まれる「未収入金」は1,965千円であります。 

 前第２四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」は、資産総額

の100分の10を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期連結

会計期間の流動負債の「その他」に含まれる「未払金」は81,017千円であります。 
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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２四半期連結会計期間末 
(平成21年11月30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 1,666,975 1,363,320 

受取手形及び売掛金 5,732,998 5,128,344 

たな卸資産 1,877,633 1,548,002 

繰延税金資産 66,794 55,575 

未収入金 1,730,248 － 

未収消費税等 132,811 180,050 

未収還付法人税等 － 85,930 

その他 59,496 114,174 

貸倒引当金 △7,274 △8,135 

流動資産合計 11,259,682 8,467,263 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 472,083 514,096 

機械装置及び運搬具（純額） 35,980 41,051 

土地 477,877 477,877 

リース資産（純額） 164,417 184,872 

建設仮勘定 371 － 

その他（純額） 38,691 43,733 

有形固定資産合計 1,189,422 1,261,632 

無形固定資産 124,903 137,129 

投資その他の資産   

投資有価証券 89,848 74,339 

差入保証金 269,702 271,384 

繰延税金資産 10,275 14,968 

その他 39,130 80,651 

貸倒引当金 △18,105 △18,608 

投資その他の資産合計 390,851 422,736 

固定資産合計 1,705,177 1,821,497 

資産合計 12,964,860 10,288,761 

ミタチ産業㈱　（3321）　平成22年５月期　第２四半期決算短信

- 5 -



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年11月30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 4,599,738 3,574,689 

短期借入金 295,768 742,514 

1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000 

リース債務 53,369 51,199 

未払金 2,316,161 － 

未払法人税等 85,149 6,183 

賞与引当金 82,612 77,500 

役員賞与引当金 2,500 － 

その他 87,327 178,357 

流動負債合計 7,722,627 4,830,444 

固定負債   

長期借入金 100,000 300,000 

リース債務 115,159 136,742 

繰延税金負債 11,237 8,860 

負ののれん 32,675 43,567 

その他 46,005 47,921 

固定負債合計 305,077 537,092 

負債合計 8,027,705 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 3,886,577 3,841,440 

自己株式 △87 △87 

株主資本合計 4,980,490 4,935,353 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,998 △14,760 

為替換算調整勘定 △37,337 631 

評価・換算差額等合計 △43,335 △14,128 

純資産合計 4,937,154 4,921,224 

負債純資産合計 12,964,860 10,288,761 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 

 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年11月30日) 

売上高 15,001,708 13,911,473 

売上原価 13,682,149 12,872,372 

売上総利益 1,319,559 1,039,101 

販売費及び一般管理費 1,112,117 916,657 

営業利益 207,442 122,443 

営業外収益   

受取利息 3,295 3,748 

受取配当金 937 580 

仕入割引 16,745 13,505 

受取家賃 25,368 25,182 

負ののれん償却額 10,891 10,891 

その他 8,425 12,174 

営業外収益合計 65,664 66,083 

営業外費用   

支払利息 11,989 7,500 

ファクタリング料 41 263 

売上割引 2,069 1,541 

為替差損 9,183 5,525 

その他 1,090 604 

営業外費用合計 24,375 15,435 

経常利益 248,731 173,092 

特別損失   

投資有価証券評価損 11,531 － 

特別損失合計 11,531 － 

税金等調整前四半期純利益 237,200 173,092 

法人税、住民税及び事業税 112,583 82,089 

法人税等調整額 8,827 △10,329 

法人税等合計 121,410 71,760 

四半期純利益 115,789 101,331 
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成21年11月30日) 

売上高 7,742,628 7,920,452 

売上原価 7,063,772 7,273,155 

売上総利益 678,856 647,297 

販売費及び一般管理費 555,640 471,812 

営業利益 123,215 175,484 

営業外収益   

受取利息 1,665 2,249 

受取配当金 102 83 

仕入割引 8,744 7,549 

受取家賃 12,591 12,591 

負ののれん償却額 5,445 5,445 

その他 3,464 3,393 

営業外収益合計 32,013 31,314 

営業外費用   

支払利息 6,103 3,134 

ファクタリング料 21 78 

売上割引 1,276 634 

為替差損 16,260 3,841 

その他 206 580 

営業外費用合計 23,868 8,269 

経常利益 131,361 198,528 

特別利益   

役員賞与引当金戻入額 3,795 － 

特別利益合計 3,795 － 

特別損失   

投資有価証券評価損 11,531 － 

特別損失合計 11,531 － 

税金等調整前四半期純利益 123,625 198,528 

法人税、住民税及び事業税 77,511 78,906 

法人税等調整額 △21,247 2,388 

法人税等合計 56,264 81,295 

四半期純利益 67,360 117,233 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 

 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11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 237,200 173,092 

減価償却費 77,551 85,942 

のれん償却額 1,472 490 

負ののれん償却額 △10,891 △10,891 

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,959 5,112 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,813 2,500 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,110 △1,364 

受取利息及び受取配当金 △4,232 △4,328 

支払利息 11,989 7,500 

投資有価証券評価損益（△は益） 11,531 － 

売上債権の増減額（△は増加） 1,524,033 △607,381 

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,229 △338,023 

未収消費税等の増減額（△は増加） 85,867 47,239 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △32,052 51,510 

差入保証金の増減額（△は増加） △2,717 △2,603 

仕入債務の増減額（△は減少） △928,945 1,030,639 

未収入金の増減額（△は増加） － △1,728,004 

未払金の増減額（△は減少） － 2,235,143 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △22,112 △7,523 

その他 △1,793 △2,669 

小計 811,007 936,381 

利息及び配当金の受取額 4,242 3,623 

利息の支払額 △11,534 △7,058 

法人税等の支払額 △134,628 △7,245 

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 669,087 1,015,367 

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 △26,000 △426,000 

定期預金の払戻による収入 21,000 26,000 

有形固定資産の取得による支出 △52,423 △12,536 

有形固定資産の売却による収入 1,510 － 

無形固定資産の取得による支出 △11,522 △4,622 

投資有価証券の取得による支出 △663 △679 

差入保証金の差入による支出 1,391 4,141 

関係会社出資金の払込による支出 △41,428 － 

その他 1,354 △571 

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,781 △414,268 
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 

 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年11月30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） △663,856 △441,567 

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 － △25,663 

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 △755,731 △718,679 

現金及び現金同等物に係る換算差額 29,379 △4,062 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,045 △121,642 

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 1,042,905 1,230,975 
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

     当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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）  3,182,427  3,182,427

Ⅱ 連結売上高（千円）    15,001,708

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  21.2  21.2

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,792,109  2,792,109

Ⅱ 連結売上高（千円）    13,911,473

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  20.1  20.1

（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、受注および販売の状況  

（１）生産実績 

  当第２四半期連結累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．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２四半期連結累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２四半期連結累計期間 
（自 平成21年６月１日 

至 平成21年11月30日） 
前年同期比（％） 

国内事業部門  35,621  58.8

海外事業部門  3,677,891  94.6

合      計  3,713,512  94.1

品 目 別 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年６月１日 

至 平成21年11月30日） 
前年同期比（％）  

半導体  3,533,244  95.8

液晶  241,206  42.3

電子部品  1,349,524  96.2

ユニット・アセンブリ  4,522,135  91.6

その他  3,370,619  117.7

合 計  13,016,731  96.7

  
  

相 手 先 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年６月１日 

至 平成21年11月30日） 

  金 額 割合（％） 

㈱東芝  4,838,420  37.2

シャープ㈱   3,176,168  24.4
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（３）販売実績 

  当第２四半期連結累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２四半期連結累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．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２四半期連結累計期間及び当第２四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）

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２四半期連結累計期間 
（自 平成21年６月１日 

至 平成21年11月30日） 
前年同期比（％） 

半導体  3,877,453  90.2

液晶  300,290  38.4

電子部品  1,604,447  93.3

ユニット・アセンブリ  4,642,913  88.1

その他  3,486,370  119.0

合 計  13,911,473  92.7

部  門  別 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年６月１日 

至 平成21年11月30日） 
前年同期比（％） 

国内事業部門  9,658,539  89.2

海外事業部門  4,252,934  101.8

合      計  13,911,473  92.7

相 手 先 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年６月１日 

至 平成20年11月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年６月１日 

至 平成21年11月30日） 

金 額 割合（％） 金 額 割合（％） 

アイシン精機㈱グループ  5,401,927  36.0  5,687,428  40.9

  アイシン・エィ・ダブリュ㈱  4,105,261  27.4  4,437,625  31.9

  アイシン精機㈱  1,296,665  8.6  1,249,857  9.0

シャープ㈱  3,806,160  25.4  3,642,882  26.2

小 計  9,208,087  61.4  9,330,364  67.1

連結売上高合計  15,001,708  100.0  13,911,473  100.0
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