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(百万円未満切捨て)
１．平成28年５月期第１四半期の連結業績（平成27年６月１日～平成27年８月31日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年５月期第１四半期 29,217 △6.3 147 △58.4 157 △65.0 19 △93.1

27年５月期第１四半期 31,171 1.9 355 △17.8 450 7.5 283 △22.8
(注) 包括利益 28年５月期第１四半期 △607百万円( －％) 27年５月期第１四半期 690百万円( 807.8％)
　

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

28年５月期第１四半期 1.16 －

27年５月期第１四半期 16.73 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年５月期第１四半期 65,275 32,597 49.9

27年５月期 67,420 33,509 49.7
(参考) 自己資本 28年５月期第１四半期 32,597百万円 27年５月期 33,509百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

27年５月期 － 12.00 － 18.00 30.00

28年５月期 －

28年５月期(予想) 16.00 － 16.00 32.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成28年５月期の連結業績予想（平成27年６月１日～平成28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)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 63,000 △3.2 790 5.6 820 △41.6 570 △47.1 33.62

通期 128,000 △1.3 2,050 36.3 2,100 △10.4 1,530 △9.1 90.23
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

（注）詳細は、添付資料２ページ「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年５月期１Ｑ 17,946,826株 27年５月期 17,946,826株

② 期末自己株式数 28年５月期１Ｑ 990,895株 27年５月期 990,835株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年５月期１Ｑ 16,955,976株 27年５月期１Ｑ 16,956,545株
　

　

※ 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の対象外でありますが、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レビュー報告書を受領しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料２ページ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想な
どの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第１四半期連結累計期間における世界経済は、中国をはじめとする新興国の景気は減速しているものの、米

国景気の堅調な推移や欧州景気の持ち直しなど総じて緩やかに回復いたしました。一方、国内経済は中国をはじ

めとした海外景気の減速による下振れリスクはあるものの、緩やかな回復基調が続いております。

　このような環境の中、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は事務機器用ユニット製品や

車載用およびモバイル端末用外資系電子部品の販売増があったものの、社会インフラ、産業インフラ用電子部品

の販売減により292億17百万円（前年同期比6.3％減）となりました。利益面につきましては、売上高の減少にと

もなう売上総利益の減少により、営業利益は1億47百万円（前年同期比58.4％減）、経常利益は1億57百万円（前年

同期比65.0％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は19百万円（前年同期比93.1％減）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりです。

①国内事業

事務機器用ユニット製品や車載用およびモバイル端末用外資系電子部品の販売増があったものの、通信基地局

用電子部品やモバイル端末用メモリの販売減により、売上高は184億66百万円（前年同期比10.0％減）、セグメン

ト利益は1億71百万円（前年同期比39.1％減）となりました。

②海外事業

ノートＰＣ用メモリやモバイル端末用電子部品の販売減があったものの、ノートＰＣ用電子部品やインドでの

デジタルテレビ用ＬＣＤの販売増により、売上高は107億51百万円（前年同期比1.0％増）、セグメント損失は28百

万円（前年同期は70百万円の利益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ21億44百万円減少し、652億75百万円

となりました。これは、商品及び製品が12億53百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が34億82百万円減少

したこと等によるものであります。

また、負債は、前連結会計年度末に比べ12億32百万円減少し、326億78百万円となりました。これは、短期借入

金が12億31百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が24億38百万円減少したこと等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ9億12百万円減少し、325億97百万円となりました。これは、利益剰余金が2

億85百万円、その他有価証券評価差額金が3億42百万円、為替換算調整勘定が2億80百万円減少したこと等による

ものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成27年５月期決算短信（平成27年７月14

日発表）に記載の予想に変更はございません。今後、適時開示が必要になった場合には速やかに公表いたします。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（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

会計方針の変更

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25

年９月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非

支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間

及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成27年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,631 7,109

受取手形及び売掛金 38,094 34,612

商品及び製品 10,201 11,455

仕掛品 324 494

原材料及び貯蔵品 236 251

その他 1,271 1,190

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 56,754 55,108

固定資産

有形固定資産 4,311 4,329

無形固定資産 2,310 2,274

投資その他の資産

その他 4,100 3,612

貸倒引当金 △56 △48

投資その他の資産合計 4,043 3,563

固定資産合計 10,666 10,167

資産合計 67,420 65,275

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 19,115 16,676

短期借入金 4,400 5,632

1年内返済予定の長期借入金 1,400 1,400

未払法人税等 373 169

その他 1,317 1,617

流動負債合計 26,607 25,496

固定負債

社債 500 500

長期借入金 4,400 4,400

退職給付に係る負債 1,449 1,470

その他 953 811

固定負債合計 7,303 7,181

負債合計 33,910 32,678
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,611 2,611

資本剰余金 3,608 3,608

利益剰余金 26,284 25,999

自己株式 △1,253 △1,253

株主資本合計 31,250 30,965

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,404 1,062

繰延ヘッジ損益 1 △0

土地再評価差額金 △175 △175

為替換算調整勘定 1,011 731

退職給付に係る調整累計額 17 14

その他の包括利益累計額合計 2,259 1,632

純資産合計 33,509 32,597

負債純資産合計 67,420 65,275
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成26年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成27年８月31日)

売上高 31,171 29,217

売上原価 28,635 26,885

売上総利益 2,535 2,332

販売費及び一般管理費 2,180 2,184

営業利益 355 147

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 26 37

為替差益 82 －

仕入割引 16 16

その他 19 17

営業外収益合計 147 73

営業外費用

支払利息 29 28

為替差損 － 19

その他 23 16

営業外費用合計 53 64

経常利益 450 157

特別利益

子会社清算益 － 30

特別利益合計 － 30

特別損失

固定資産除却損 4 －

特別損失合計 4 －

税金等調整前四半期純利益 445 188

法人税、住民税及び事業税 74 64

法人税等調整額 87 104

法人税等合計 161 168

四半期純利益 283 19

親会社株主に帰属する四半期純利益 283 19
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成26年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成27年８月31日)

四半期純利益 283 19

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 190 △342

繰延ヘッジ損益 0 △2

土地再評価差額金 － 0

為替換算調整勘定 218 △280

退職給付に係る調整額 △2 △2

その他の包括利益合計 406 △626

四半期包括利益 690 △607

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 690 △607

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日 至 平成26年８月31日)

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：百万円)

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 海外事業 計

売上高

外部顧客への売上高 20,525 10,645 31,171 － 31,171

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,087 58 1,146 △1,146 －

計 21,613 10,704 32,317 △1,146 31,171

セグメント利益 281 70 351 4 355

(注) １．セグメント利益の調整額4百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日 至 平成27年８月31日)

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：百万円)

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 海外事業 計

売上高

外部顧客への売上高 18,466 10,751 29,217 － 29,217

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,182 36 1,219 △1,219 －

計 19,649 10,787 30,437 △1,219 29,217

セグメント利益又は損失（△） 171 △28 142 5 147

(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額5百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

２．セグメント利益又は損失（△）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。
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４．補足情報

（１）製品及びサービスごとの情報

前第１四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日 至 平成26年８月31日)

(単位：百万円)

半導体 一般電子部品 電子機器 製品 合計

外部顧客への売上高 14,112 11,928 3,529 1,601 31,171

　

当第１四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日 至 平成27年８月31日)

(単位：百万円)

半導体 一般電子部品 電子機器 製品 合計

外部顧客への売上高 12,944 11,518 3,606 1,149 29,217

（２）地域別売上高

前第１四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日 至 平成26年８月31日)

(単位：百万円)

日本

海外

合計

中国 台湾 その他アジア その他 計

16,561 8,941 1,231 4,166 270 14,609 31,171

(注) １．売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

２．「中国」の区分は、香港を含んでおります。

　

当第１四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日 至 平成27年８月31日)

(単位：百万円)

日本

海外

合計

中国 台湾 その他アジア その他 計

15,466 8,206 1,602 3,513 428 13,751 29,217

(注) １．売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

２．「中国」の区分は、香港を含んでおります。
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