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(百万円未満切捨て)

１．平成29年５月期第３四半期の連結業績（平成28年６月１日～平成29年２月28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３四半期 80,329 △4.3 419 △13.5 210 △23.9 △23 －

28年５月期第３四半期 83,969 △12.3 485 △51.2 275 △84.0 132 △89.4
(注) 包括利益 29年５月期第３四半期 318百万円( －％) 28年５月期第３四半期 △1,601百万円( －％)
　

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３四半期 △1.36 －

28年５月期第３四半期 7.80 －
　

　

（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３四半期 60,983 31,003 50.8

28年５月期 59,759 31,227 52.3
(参考) 自己資本 29年５月期第３四半期 31,003百万円 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 － 16.00 －

29年５月期(予想) 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、対前期増減率)

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

通期 111,000 △1.8 600 △0.7 370 42.8 0 △100.0 0.00
(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３Ｑ 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３Ｑ 991,359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３Ｑ 16,955,536株 28年５月期３Ｑ 16,955,916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連結財務諸表のレビュー手続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
　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３四半期連結累計期間における世界経済は、米国の好調な雇用情勢を背景とした景気回復が続いておりま

すが、欧州各国の国政選挙の行方や米国新政権の政策運営など先行き不透明感が増しております。国内経済は、

設備投資や雇用・所得環境の改善など緩やかな回復基調で推移いたしましたが、世界経済の不確実性による影響

が懸念されております。

このような環境の中、当第３四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メモリの販売

減により803億29百万円（前年同期比4.3％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、販売費及び一般管理費の減少により、営業利益は4億19百万円（前年同期比13.5％減）、経常利益

は為替差損の計上により2億10百万円（前年同期比23.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純損失は23百万円

（前年同期は1億32百万円の利益）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による販売増があったものの、モバイル端末用メモリおよび事務機

器用電子部品の販売減により、売上高は532億65百万円（前年同期比3.1％減）、セグメント利益は4億12百万円

（前年同期比30.7％減）となりました。

②海外事業

車載向け外資系電子部品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半導体の販売減お

よび事務機器用電子部品の価格下落により、売上高は270億64百万円（前年同期比6.7％減）、セグメント損失は9

百万円（前年同期は1億43百万円の損失）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第３四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12億24百万円増加し、609億83百万円

となりました。これは、受取手形及び売掛金が6億65百万円、投資その他の資産が3億80百万円増加したこと等に

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14億47百万円増加し、299億80百万円となりました。これは、支払手形

及び買掛金が9億9百万円増加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2億23百万円減少し、310億3百万円となりました。これは、その他有価証券

評価差額金が2億69百万円増加したものの、利益剰余金が5億65百万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

連結業績予想につきましては、平成28年12月20日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました

通期の連結業績予想に変更はありません。

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３四半期連結会計期間
(平成29年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,533 6,370

受取手形及び売掛金 32,951 33,617

商品及び製品 9,041 9,015

仕掛品 425 657

原材料及び貯蔵品 256 350

その他 1,042 1,131

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 50,247 51,140

固定資産

有形固定資産 4,233 4,296

無形固定資産 2,188 2,075

投資その他の資産

その他 3,136 3,516

貸倒引当金 △46 △46

投資その他の資産合計 3,089 3,469

固定資産合計 9,511 9,842

資産合計 59,759 60,983

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,230 16,139

短期借入金 3,877 3,953

1年内返済予定の長期借入金 2,000 －

未払法人税等 155 131

その他 899 1,147

流動負債合計 22,163 21,372

固定負債

社債 500 1,500

長期借入金 3,700 4,600

退職給付に係る負債 1,604 1,650

その他 564 857

固定負債合計 6,368 8,607

負債合計 28,532 29,980
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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３四半期連結会計期間
(平成29年２月28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 25,154

自己株式 △1,253 △1,253

株主資本合計 30,686 30,120

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 734 1,003

繰延ヘッジ損益 △0 △0

土地再評価差額金 △173 △173

為替換算調整勘定 △26 51

退職給付に係る調整累計額 7 1

その他の包括利益累計額合計 540 882

純資産合計 31,227 31,003

負債純資産合計 59,759 60,983
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成29年２月28日)

売上高 83,969 80,329

売上原価 76,924 73,584

売上総利益 7,044 6,745

販売費及び一般管理費 6,559 6,325

営業利益 485 419

営業外収益

受取利息 6 6

受取配当金 58 60

仕入割引 51 50

その他 48 45

営業外収益合計 163 163

営業外費用

支払利息 81 70

為替差損 227 228

その他 64 74

営業外費用合計 372 372

経常利益 275 210

特別利益

投資有価証券売却益 33 7

子会社清算益 30 －

特別利益合計 64 7

特別損失

固定資産除却損 1 2

特別損失合計 1 2

税金等調整前四半期純利益 338 215

法人税、住民税及び事業税 213 152

法人税等調整額 △6 86

法人税等合計 206 238

四半期純利益又は四半期純損失（△） 132 △23

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（△）

132 △23
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成29年２月28日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 132 △23

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △856 269

繰延ヘッジ損益 △1 △0

土地再評価差額金 0 －

為替換算調整勘定 △868 78

退職給付に係る調整額 △7 △5

その他の包括利益合計 △1,733 341

四半期包括利益 △1,601 318

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,601 318

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３四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日 至 平成28年２月29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 54,946 29,022 83,969 － 83,969

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,243 109 3,353 △3,353 －

計 58,190 29,132 87,322 △3,353 83,969

セグメント利益又は損失(△) 595 △143 452 32 485

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額32百万円には、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。

　Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成28年６月１日 至 平成29年２月28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 53,265 27,064 80,329 － 80,329

セグメント間の内部売上高
又は振替高

5,308 108 5,417 △5,417 －

計 58,574 27,172 85,747 △5,417 80,329

セグメント利益又は損失(△) 412 △9 403 16 419

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額16百万円には、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３四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日 至 平成28年２月29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 30,788 35,672 13,931 3,577 83,969

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成28年６月１日 至 平成29年２月28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 22,841 34,749 19,707 3,030 80,329

（２）地域別売上高

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日 至 平成28年２月29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

47,106 21,808 3,735 10,045 1,273 36,863 83,969

(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３四半期連結累計期間(自 平成28年６月１日 至 平成29年２月28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

46,751 19,257 2,526 8,951 2,841 33,578 80,329

(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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