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(百万円未満切捨て)

１．平成29年５月期第１四半期の連結業績（平成28年６月１日～平成28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 ％

29年５月期第１四半期 25,027 △14.3 △66 － △270 － △273 －

28年５月期第１四半期 29,217 △6.3 147 △58.4 157 △65.0 19 △93.1
(注) 包括利益 29年５月期第１四半期 △917百万円( －％) 28年５月期第１四半期 △607百万円( －％)
　

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

29年５月期第１四半期 △16.11 －

28年５月期第１四半期 1.16 －
　

　

（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 ％

29年５月期第１四半期 57,565 30,038 52.2

28年５月期 59,759 31,227 52.3
(参考) 自己資本 29年５月期第１四半期 30,038百万円 28年５月期 31,227百万円
　

　

　

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

28年５月期 － 16.00 － 16.00 32.00

29年５月期 －

29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29年５月期の連結業績予想（平成28年６月１日～平成29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) 55,000 △6.5 100 △72.9 100 △75.7 70 △69.3 4.13

通期 115,000 1.8 750 24.1 750 189.4 550 － 32.44
(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 ： 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
　

　

（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) 29年５月期１Ｑ 17,946,826株 28年５月期 17,946,826株

② 期末自己株式数 29年５月期１Ｑ 991,267株 28年５月期 991,267株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年５月期１Ｑ 16,955,559株 28年５月期１Ｑ 16,955,976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、米国では雇用情勢や個人消費が底堅く推移したものの、中国

経済の成長率鈍化、英国のＥＵ離脱問題等により、全般的には不透明感が拡大しました。国内経済は、緩やかな

回復基調の中、海外経済減速の影響に加え、為替水準の円高進展により不確実性が高まりました。

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の

採用モデル拡大やＰＣ用および車載向け外資系電子部品の販売増があったものの、ＰＣ用およびモバイル端末用

半導体の販売減により250億27百万円（前年同期比14.3％減）となりました。利益面につきましては、売上高の減

少に伴う売上総利益の減少により、営業損失は66百万円（前年同期は1億47百万円の利益）、経常損失は為替差損

の計上により2億70百万円（前年同期は1億57百万円の利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失は2億73百万円

（前年同期は19百万円の利益）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

事務機器用ユニット製品の採用モデル拡大や太陽光発電用パワーコンディショナーの販売増があったものの、

デジタルカメラの生産減に伴う電子部品およびモバイル端末用メモリの販売減により、売上高は162億78百万円

（前年同期比11.8％減）、セグメント損失は59百万円（前年同期は1億71百万円の利益）となりました。

　

②海外事業

ＰＣ用および車載向け外資系電子部品やデジタルテレビ用ＬＣＤの販売増があったものの、仕入先が一部製品

を撤退したことによるＰＣ用ＡＳＩＣの販売減および事務機器用電子部品の価格下落により、売上高は87億49百

万円（前年同期比18.6％減）、セグメント損失は20百万円（前年同期は28百万円の損失）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21億93百万円減少し、575億65百万円

となりました。これは、受取手形及び売掛金が21億93百万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10億5百万円減少し、275億26百万円となりました。これは、支払手形

及び買掛金が8億7百万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11億88百万円減少し、300億38百万円となりました。これは、利益剰余金が

5億44百万円、為替換算調整勘定が5億68百万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28年５月期決算短信（平成28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

該当事項はありません。

　

（４）追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。
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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28年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,533 6,651

受取手形及び売掛金 32,951 30,758

商品及び製品 9,041 9,124

仕掛品 425 440

原材料及び貯蔵品 256 331

その他 1,042 954

貸倒引当金 △2 △11

流動資産合計 50,247 48,250

固定資産

有形固定資産 4,233 4,188

無形固定資産 2,188 2,149

投資その他の資産

その他 3,136 3,021

貸倒引当金 △46 △44

投資その他の資産合計 3,089 2,977

固定資産合計 9,511 9,315

資産合計 59,759 57,565

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,230 14,423

短期借入金 3,877 3,894

1年内返済予定の長期借入金 2,000 2,000

未払法人税等 155 93

その他 899 783

流動負債合計 22,163 21,194

固定負債

社債 500 500

長期借入金 3,700 3,700

退職給付に係る負債 1,604 1,619

その他 564 512

固定負債合計 6,368 6,332

負債合計 28,532 27,526
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28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 25,720 25,176

自己株式 △1,253 △1,253

株主資本合計 30,686 30,141

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 734 662

繰延ヘッジ損益 △0 △1

土地再評価差額金 △173 △173

為替換算調整勘定 △26 △594

退職給付に係る調整累計額 7 4

その他の包括利益累計額合計 540 △103

純資産合計 31,227 30,038

負債純資産合計 59,759 57,565
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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27年６月１日
　至 平成27年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成28年８月31日)

売上高 29,217 25,027

売上原価 26,885 23,016

売上総利益 2,332 2,011

販売費及び一般管理費 2,184 2,077

営業利益又は営業損失（△） 147 △66

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 37 34

仕入割引 16 18

その他 17 9

営業外収益合計 73 65

営業外費用

支払利息 28 24

為替差損 19 235

その他 16 9

営業外費用合計 64 269

経常利益又は経常損失（△） 157 △270

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 － 0

特別損失合計 － 0

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（△）

188 △270

法人税、住民税及び事業税 64 25

法人税等調整額 104 △22

法人税等合計 168 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19 △273

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

19 △273
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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27年６月１日
　至 平成27年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成28年８月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19 △273

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △342 △71

繰延ヘッジ損益 △2 △1

土地再評価差額金 0 －

為替換算調整勘定 △280 △568

退職給付に係る調整額 △2 △2

その他の包括利益合計 △626 △644

四半期包括利益 △607 △917

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △607 △917

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

セグメント利益及び損失（△） 171 △28 142 5 147

(注) １．セグメント利益及び損失（△）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．セグメント利益及び損失（△）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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年６月１日 至 平成28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 16,278 8,749 25,027 － 25,027

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,772 29 1,801 △1,801 －

計 18,050 8,778 26,828 △1,801 25,027

セグメント損失（△） △59 △20 △80 14 △66

(注) １．セグメント損失（△）の調整額14百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

２．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失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

　

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年６月１日 至 平成28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 6,731 11,257 6,082 956 25,027

（２）地域別売上高

前第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。

　

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年６月１日 至 平成28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

14,161 6,113 795 3,162 794 10,866 25,027

(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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