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1. 2023年5月期第2四半期の連結業績（2022年6月1日～2022年11月30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 ％

2023年5月期第2四半期 23,610 10.1 1,653 61.4 1,677 58.9 1,160 52.0

2022年5月期第2四半期 21,453 35.2 1,024 254.5 1,055 245.3 763 352.8

（注）包括利益 2023年5月期第2四半期　　1,773百万円 （125.5％） 2022年5月期第2四半期　　786百万円 （407.0％）

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

2023年5月期第2四半期 145.96 145.83

2022年5月期第2四半期 96.54 96.42

(2) 連結財政状態

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

2023年5月期第2四半期 21,312 13,217 61.9 1,658.50

2022年5月期 20,210 11,631 57.5 1,463.32

（参考）自己資本 2023年5月期第2四半期 13,202百万円 2022年5月期 11,620百万円

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

2022年5月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00

2023年5月期 ― 30.00

2023年5月期（予想） ― 25.00 55.00

（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. 2023年 5月期の連結業績予想（2022年 6月 1日～2023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 44,000 3.5 2,200 9.0 2,300 7.7 1,600 9.2 200.97

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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） 2023年5月期2Q 7,961,140 株 2022年5月期 7,941,500 株

② 期末自己株式数 2023年5月期2Q 652 株 2022年5月期 604 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年5月期2Q 7,953,964 株 2022年5月期2Q 7,911,467 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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「１．当四半期決算に関する定性的場の（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２四半期連結累計期間における国内外の経済社会状況は、新型コロナウイルス感染症に対する活動制限の緩

和が多くの地域でみられたものの、中国ではゼロコロナ政策にともなう行動制限により、消費の回復が鈍化するな

ど、不安定な状況が継続しました。また、エネルギー価格の世界的な高騰や、金融引締め等の継続もあり、景気の

先行きは依然として不透明な状況となっております。

　このような経済環境の中、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、半導体不足等による自動

車関連企業の生産調整の影響もあり受注は減少しました。産業機器分野につきましては、工作機械関連のＥＭＳな

どの受注が堅調に推移しました。民生分野につきましては、海外でのＥＭＳの受注や、半導体・電子部品の受注が

堅調に推移しました。アミューズメント分野につきましては、遊技機関連の受注が堅調に推移しました。また、各

分野において、当社のグローバル調達力や多方面のネットワークを活かした販売製品の確保や、半導体不足を機会

とした新規顧客との取引の開始、継続的なコストの抑制や効率化にも努めてまいりました。

　その結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は236億10百万円（前年同四半期比10.1％増）、営

業利益は16億53百万円（前年同四半期比61.4％増）、経常利益は16億77百万円（前年同四半期比58.9％増）とな

り、親会社株主に帰属する四半期純利益は11億60百万円（前年同四半期比52.0％増）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。

①国内事業部門

　自動車分野の半導体・電子部品の販売は、半導体不足などによる自動車関連企業の生産調整の影響はあったもの

の、産業機器分野、アミューズメント分野での受注増加などにより、連結売上高は157億79百万円（前年同四半期

比7.4％増）となりました。セグメント利益は13億79百万円（前年同四半期比56.4％増）となりました。

②海外事業部門

　中国でのゼロコロナ政策などによる売上への影響はあったものの、民生分野でのＥＭＳや半導体・電子部品の受

注増加などにより、連結売上高は78億31百万円（前年同四半期比15.7％増）となりました。セグメント利益は５億

69百万円（前年同四半期比52.5％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産・負債・純資産の状況

　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１億41百万円増

加、受取手形及び売掛金が５億90百万円増加、棚卸資産が５億46百万円増加する一方、支払手形及び買掛金が３億

88百万円減少、前受金が２億45百万円減少、利益剰余金が９億62百万円増加、為替換算調整勘定が６億11百万円増

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213億12百万円となり、前連結会計年度末と比較して11億２

百万円増加しました。

②キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べて１億41百万円増加し、27億61百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は２億51百万円（前年同期は３億76百万円の使

用）となりました。これは主に仕入債務の減少額９億40百万円、法人税等の支払額３億99百万円があったものの、

税金等調整前四半期純利益16億77百万円等が反映されたことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は８百万円（前年同期は35百万円の獲得）とな

りました。これは主に貸付金の回収による収入20百万円等が反映されたことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は１億78百万円（前年同期は68百万円の獲得）

となりました。これは主に配当金の支払額１億98百万円等が反映されたこと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

　2023年５月期の連結業績予想につきましては、2022年11月18日に公表した業績予想から変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,639,849 2,781,545

受取手形及び売掛金 5,720,562 6,311,521

電子記録債権 2,820,880 2,690,928

棚卸資産 6,375,664 6,922,315

その他 876,616 817,479

貸倒引当金 △28,915 △33,436

流動資産合計 18,404,656 19,490,354

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 226,928 235,306

機械装置及び運搬具（純額） 120,321 108,243

土地 519,476 519,476

リース資産（純額） 219,772 240,364

その他（純額） 44,732 52,128

有形固定資産合計 1,131,231 1,155,519

無形固定資産 132,656 121,824

投資その他の資産

投資有価証券 104,561 94,974

その他 437,160 449,643

投資その他の資産合計 541,721 544,618

固定資産合計 1,805,610 1,821,962

資産合計 20,210,267 21,312,316

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,009,170 3,620,653

電子記録債務 1,273,749 1,122,843

短期借入金 1,613,279 1,678,590

未払法人税等 418,910 495,552

賞与引当金 104,357 112,965

役員賞与引当金 27,630 24,020

前受金 393,014 147,308

その他 252,081 361,105

流動負債合計 8,092,194 7,563,037

固定負債

リース債務 243,280 252,208

資産除去債務 31,008 31,190

その他 212,277 248,007

固定負債合計 486,566 531,407

負債合計 8,578,760 8,094,444

純資産の部

株主資本

資本金 832,660 840,800

資本剰余金 875,285 883,425

利益剰余金 9,267,357 10,229,827

自己株式 △324 △373

株主資本合計 10,974,979 11,953,680

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 20,641 13,208

為替換算調整勘定 624,457 1,235,589

その他の包括利益累計額合計 645,099 1,248,798

新株予約権 5,326 －

非支配株主持分 6,100 15,393

純資産合計 11,631,506 13,217,871

負債純資産合計 20,210,267 21,312,316
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2021年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

売上高 21,453,620 23,610,617

売上原価 19,216,333 20,543,693

売上総利益 2,237,286 3,066,924

販売費及び一般管理費 1,213,068 1,413,751

営業利益 1,024,217 1,653,173

営業外収益

受取利息 6,936 4,723

受取配当金 2,758 2,899

仕入割引 27,626 25,870

受取家賃 18,078 19,416

その他 13,010 26,819

営業外収益合計 68,409 79,729

営業外費用

支払利息 11,197 30,352

売上割引 4,699 －

為替差損 14,716 2,540

デリバティブ評価損 2,658 16,183

その他 3,383 6,299

営業外費用合計 36,655 55,375

経常利益 1,055,971 1,677,527

特別利益

投資有価証券売却益 42,862 －

特別利益合計 42,862 －

税金等調整前四半期純利益 1,098,834 1,677,527

法人税、住民税及び事業税 325,347 490,216

法人税等調整額 9,606 22,483

法人税等合計 334,954 512,700

四半期純利益 763,879 1,164,826

非支配株主に帰属する四半期純利益 45 3,834

親会社株主に帰属する四半期純利益 763,834 1,160,992

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2021年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

四半期純利益 763,879 1,164,826

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △23,355 △7,432

為替換算調整勘定 45,999 616,589

その他の包括利益合計 22,644 609,156

四半期包括利益 786,523 1,773,983

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 786,916 1,764,690

非支配株主に係る四半期包括利益 △393 9,292

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2021年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年６月１日

　至　2022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 1,098,834 1,677,527

減価償却費 81,316 87,724

のれん償却額 4,192 －

投資有価証券売却損益（△は益） △42,862 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,214 8,608

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 700 △3,610

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,062 4,471

受取利息及び受取配当金 △9,694 △7,622

支払利息 11,197 30,352

売上債権の増減額（△は増加） △1,372,282 30,735

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,060,739 △117,270

未収消費税等の増減額（△は増加） － 60,181

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,870 109,467

その他の流動資産の増減額（△は増加） △335,894 23,007

差入保証金の増減額（△は増加） △2,731 △2,640

仕入債務の増減額（△は減少） 1,401,563 △940,375

その他の流動負債の増減額（△は減少） 112,358 △254,592

その他 △13,841 △31,953

小計 △143,476 674,009

利息及び配当金の受取額 9,697 7,626

利息の支払額 △11,242 △30,397

法人税等の支払額 △231,297 △399,830

営業活動によるキャッシュ・フロー △376,318 251,408

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 △20,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000 20,000

有形固定資産の取得による支出 △21,292 △20,652

有形固定資産の売却による収入 － 10,826

無形固定資産の取得による支出 △11,048 △8,448

投資有価証券の取得による支出 △1,071 △1,125

投資有価証券の売却による収入 68,896 －

貸付金の回収による収入 1,054 20,687

その他 △1,305 7,065

投資活動によるキャッシュ・フロー 35,232 8,351

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） 152,813 49,870

長期借入金の返済による支出 △766 △1,360

配当金の支払額 △79,053 △198,522

自己株式の取得による支出 － △48

新株予約権の行使による株式の発行による収入 24,908 11,256

その他 △29,508 △39,796

財務活動によるキャッシュ・フロー 68,392 △178,601

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,108 60,538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △269,585 141,696

現金及び現金同等物の期首残高 1,969,075 2,619,849

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 22,514 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,722,003 2,761,545

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（単位：千円）

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国内事業部門 海外事業部門 計

売上高

外部顧客への売上高 14,687,165 6,766,454 21,453,620 － 21,453,620

セグメント間の内部売上高又

は振替高
374,772 508,271 883,043 △883,043 －

計 15,061,938 7,274,725 22,336,664 △883,043 21,453,620

セグメント利益 882,437 373,542 1,255,979 △231,761 1,024,217

（単位：千円）

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国内事業部門 海外事業部門 計

売上高

外部顧客への売上高 15,779,353 7,831,264 23,610,617 － 23,610,617

セグメント間の内部売上高又

は振替高
550,397 2,176,220 2,726,618 △2,726,618 －

計 16,329,751 10,007,484 26,337,236 △2,726,618 23,610,617

セグメント利益 1,379,801 569,698 1,949,499 △296,325 1,653,173

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2021年６月１日　至　2021年11月30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

（注）１.セグメント利益の調整額△231,761千円は、セグメント間取引消去3,301千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△235,063千円であります。

　　　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２四半期連結累計期間（自　2022年６月１日　至　2022年11月30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

（注）１.セグメント利益の調整額△296,325千円は、セグメント間取引消去△12,757千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△283,568千円であります。

　　　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。

- 8 -

ミタチ産業㈱（3321）　2023年５月期　第２四半期決算短信


