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1.  平成24年5月期第3四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成24年2月29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 ％

24年5月期第3四半期 27,897 14.6 572 23.2 655 25.2 △582 ―
23年5月期第3四半期 24,344 10.7 464 95.1 523 66.7 310 70.2

（注）包括利益 24年5月期第3四半期 △625百万円 （―％） 23年5月期第3四半期 250百万円 （―％）

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

24年5月期第3四半期 △79.31 ―
23年5月期第3四半期 42.30 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第3四半期 12,962 4,333 33.4
23年5月期 12,745 5,062 39.7
（参考） 自己資本   24年5月期第3四半期  4,333百万円 23年5月期  5,062百万円

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

23年5月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
24年5月期 ― 7.00 ―
24年5月期（予想） 7.00 14.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年6月1日～平成24年5月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 36,000 13.7 600 106.1 700 86.7 △90 ― △12.24



(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 

(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
四半期財務祖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」をご参照くだ
さい。 

4.  その他

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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年5月期3Q 7,350,000 株 23年5月期 7,350,000 株
② 期末自己株式数 24年5月期3Q 404 株 23年5月期 298 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期3Q 7,349,633 株 23年5月期3Q 7,349,778 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、東日本大震災の影響もあり依然として厳しい状況にあるも 

のの、生産や設備投資において持ち直しの動きがみられたほか、個人消費も底堅く推移してまいりました。しか 

しながら海外経済の減速や円高の影響から輸出については弱含みの動きが続くなど、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、車載機器関連向け 

商材の販売を中心に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増加いた 

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減少したほか、製造関 

連装置向けの部材販売が減少いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は27,897百万円（前年同四半期比14.6％増）、営業利益は

572百万円（前年同四半期比23.2％増）、経常利益は655百万円（前年同四半期比25.2％増）となりました。なお、

ミナミ株式会社に対する債権のうち貸倒引当金により保全されていない金額を特別損失として計上（第２四半期で

は、販売費及び一般管理費として計上）したこともあり、四半期純損失は582百万円（前年同四半期は四半期純利

益310百万円）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 

 車載機器関連向け商材の販売を中心に堅調に推移した結果、セグメント売上高は17,130百万円（前年同四半期

比8.5％増）、セグメント利益は599百万円（前年同四半期比8.6％増）となりました。 

  

② 海外事業部門 

 光半導体の受託生産の増加やアミューズメント業界向け販売が増加した結果、セグメント売上高は10,767百

万円（前年同四半期比25.9％増）となり、セグメント利益は334百万円（前年同四半期比28.3％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受取手形及び売掛金が1,023百

万円増加、貸倒引当金（流動）が532百万円増加、貸倒引当金（固定）が443百万円増加する一方、支払手形及び買

掛金が208百万円減少、短期借入金が903百万円増加、長期借入金が300百万円増加しました。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産は12,962百万円となり、前連結会計年度末と比較して217百万

円増加しました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年５月期の連結業績予想につきましては、平成24年３月23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 

 該当事項はありません。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）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23年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 913,829 1,046,251

受取手形及び売掛金 6,387,549 7,411,120

たな卸資産 2,916,845 3,085,595

繰延税金資産 66,355 43,972

未収消費税等 319,772 214,042

その他 165,286 245,098

貸倒引当金 △35,006 △567,662

流動資産合計 10,734,632 11,478,417

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 431,841 402,397

機械装置及び運搬具（純額） 32,612 37,023

土地 477,877 477,877

リース資産（純額） 84,099 43,671

建設仮勘定 4,029 16,686

その他（純額） 44,128 34,962

有形固定資産合計 1,074,589 1,012,619

無形固定資産 102,882 94,312

投資その他の資産   

投資有価証券 92,534 79,418

長期貸付金 624,000 624,000

繰延税金資産 10,594 6,329

その他 298,345 303,320

貸倒引当金 △192,514 △635,847

投資その他の資産合計 832,959 377,220

固定資産合計 2,010,431 1,484,152

資産合計 12,745,063 12,962,570
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,439,381 5,231,018

短期借入金 1,644,236 2,547,520

リース債務 55,914 44,110

未払法人税等 115,757 122,028

賞与引当金 87,998 45,435

役員賞与引当金 6,500 6,000

その他 206,447 231,228

流動負債合計 7,556,234 8,227,340

固定負債   

長期借入金 － 300,000

リース債務 33,095 3,813

繰延税金負債 10,230 13,653

資産除去債務 23,495 23,728

その他 59,522 60,092

固定負債合計 126,344 401,286

負債合計 7,682,579 8,628,627

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 4,040,602 3,354,750

自己株式 △161 △203

株主資本合計 5,134,441 4,448,546

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,987 △7,437

為替換算調整勘定 △69,969 △107,166

その他の包括利益累計額合計 △71,957 △114,603

純資産合計 5,062,484 4,333,943

負債純資産合計 12,745,063 12,962,570
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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22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 24,344,196 27,897,822

売上原価 22,406,911 25,813,476

売上総利益 1,937,284 2,084,345

販売費及び一般管理費 1,472,418 1,511,780

営業利益 464,865 572,565

営業外収益   

受取利息 6,090 14,365

受取配当金 1,322 2,275

仕入割引 19,151 21,426

受取家賃 34,788 35,823

負ののれん償却額 16,337 －

為替差益 － 11,676

その他 9,359 12,190

営業外収益合計 87,051 97,758

営業外費用   

支払利息 10,183 11,453

売上割引 905 1,959

為替差損 16,570 －

その他 1,116 1,811

営業外費用合計 28,775 15,224

経常利益 523,141 655,099

特別損失   

投資有価証券評価損 － 5,500

貸倒引当金繰入額 － 972,413

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 7,158 977,913

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（△）

515,983 △322,814

法人税、住民税及び事業税 174,359 226,979

法人税等調整額 30,657 33,163

法人税等合計 205,017 260,142

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

310,966 △582,957

四半期純利益又は四半期純損失（△） 310,966 △582,957
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

310,966 △582,957

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 367 △5,450

為替換算調整勘定 △61,309 △37,196

その他の包括利益合計 △60,941 △42,646

四半期包括利益 250,024 △625,603

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 250,024 △625,603

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。   

    

  【セグメント情報】  

Ⅰ 前第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） 

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△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。 

   

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３四半期連結累計期間（自 平成23年６月１日 至 平成24年2月29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△361,894千円は、セグメント間取引消去2,516千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△364,410千円であります。 

   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 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 

256,352 277,347 533,698  △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

  

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 17,130,017 10,767,804 27,897,822  － 27,897,822

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

506,442 651,905 1,158,347  △1,158,347 ―

計 17,636,459 11,419,710 29,056,170  △1,158,347 27,897,822

セグメント利益 599,547 334,912 934,459  △361,894 572,565

（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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