
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年５月期第１四半期の連結業績（平成25年６月１日～平成25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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年５月期第１四半期 30,588 △2.6 432 266.8 418 193.1 367 －
25年５月期第１四半期 31,411 △17.1 117 △0.1 142 35.0 △7 －

(注) 包括利益 26年５月期第１四半期 76百万円(△15.9％) 25年５月期第１四半期 90百万円( －％)

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

26年５月期第１四半期 21.66 －
25年５月期第１四半期 △0.41 －

（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 ％

26年５月期第１四半期 64,020 28,215 44.1
25年５月期 63,677 28,308 44.5

(参考) 自己資本 26年５月期第１四半期 28,215百万円 25年５月期 28,308百万円

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

25年５月期 － 10.00 － 10.00 20.00
26年５月期 －

26年５月期(予想) 10.00 － 10.00 20.00

(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26年５月期の連結業績予想（平成25年６月１日～平成26年５月31日）

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

第２四半期(累計) 66,000 0.1 500 134.7 500 129.1 450 － 26.54
通期 133,000 2.4 1,350 156.7 1,350 83.2 1,100 － 64.87

(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 ： 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) 26年５月期１Ｑ 17,946,826株 25年５月期 17,946,826株

② 期末自己株式数 26年５月期１Ｑ 989,493株 25年５月期 989,315株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年５月期１Ｑ 16,957,381株 25年５月期１Ｑ 16,957,531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、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諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 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、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、四半期決算短信（添付資料）２ペー
ジ「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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当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では緩やかな景気回復が続き欧州諸国の景気の持ち直し

の兆しが見られるものの中国やインド、ＡＳＥＡＮ諸国の成長スピード鈍化など、引き続き不透明な状況で推移

しました。一方、国内においては政府のデフレ脱却・景気刺激策等で円高の解消が進むなど、景気回復が期待さ

れる状況にあります。 

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、売上高はデジタルカメラ市場を中心

とする国内事業の落ち込みで305億88百万円（前年同期比2.6％減）となりましたが、営業利益は売上総利益率の

改善により4億32百万円（前年同期比266.8％増）、経常利益は4億18百万円（前年同期比193.1％増）、四半期純

利益は3億67百万円（前年同期は7百万円の損失）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ＡＳＩＣの増があったもののデジタルカメラ用マイコンや専用ＩＣ、ＰＣ用バッテリー、医事用

ＰＣの減により、売上高は158億87百万円（前年同期比13.4％減）、セグメント利益は売上総利益率の改善によ

り2億60百万円（前年同期は31百万円の損失）となりました。 

  

②海外事業 

超薄型ノートＰＣ用電子部品の増により、売上高は147億円（前年同期比12.5％増）、セグメント利益は1億

68百万円（前年同期比56.3％増）となりました。 

  

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3億43百万円増加し、640億20百万円

となりました。これは、受取手形及び売掛金が19億85百万円減少したものの、商品及び製品が21億48百万円増加

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4億36百万円増加し、358億5百万円となりました。これは、支払手形及

び買掛金が2億50百万円減少したものの、短期借入金が8億3百万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93百万円減少し、282億15百万円となりました。これは、利益剰余金が1億

97百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が43百万円、為替換算調整勘定が2億49百万円減少したこと

等によるものであります。 

  

通期及び第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、平成25年５月期決算短信（平成25年７月12

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。 

  

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期連結財務諸表 
（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25年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,763 8,941

受取手形及び売掛金 36,224 34,239

有価証券 － 200

商品及び製品 7,924 10,073

仕掛品 599 467

原材料及び貯蔵品 53 82

その他 1,231 1,228

貸倒引当金 △28 △28

流動資産合計 54,768 55,202

固定資産   

有形固定資産 4,448 4,425

無形固定資産 1,323 1,404

投資その他の資産   

その他 3,248 3,103

貸倒引当金 △111 △115

投資その他の資産合計 3,136 2,987

固定資産合計 8,908 8,817

資産合計 63,677 64,020

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,376 18,126

短期借入金 6,312 7,116

未払法人税等 251 160

その他 982 967

流動負債合計 25,923 26,371

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 6,305 6,291

退職給付引当金 1,620 1,640

その他 1,019 1,002

固定負債合計 9,445 9,434

負債合計 35,368 35,805
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25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 23,596 23,794

自己株式 △1,252 △1,252

株主資本合計 28,563 28,761

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 560 516

繰延ヘッジ損益 △1 0

土地再評価差額金 △178 △178

為替換算調整勘定 △635 △885

その他の包括利益累計額合計 △254 △545

純資産合計 28,308 28,215

負債純資産合計 63,677 64,020

佐鳥電機㈱（７４２０） 平成26年５月期 第１四半期決算短信

4



（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24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 31,411 30,588

売上原価 28,977 27,981

売上総利益 2,434 2,606

販売費及び一般管理費 2,316 2,174

営業利益 117 432

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 19 22

仕入割引 16 15

営業権譲渡益 30 11

その他 22 24

営業外収益合計 92 76

営業外費用   

支払利息 38 34

為替差損 13 48

その他 15 8

営業外費用合計 67 90

経常利益 142 418

特別利益   

投資有価証券売却益 － 4

特別利益合計 － 4

特別損失   

投資有価証券評価損 134 －

その他 1 0

特別損失合計 135 0

税金等調整前四半期純利益 7 422

法人税、住民税及び事業税 101 91

法人税等調整額 △86 △36

法人税等合計 14 55

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（△）

△7 367

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7 367
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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24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31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（△）

△7 367

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 107 △43

繰延ヘッジ損益 1 2

為替換算調整勘定 △11 △249

その他の包括利益合計 97 △291

四半期包括利益 90 76

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 90 76

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。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成24年６月１日  至  平成24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 

 
  (注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額41百万円には、セグメント間取引消去及びその他の調整額が含ま

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１四半期連結累計期間(自  平成25年６月１日  至  平成25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 

 
  (注) １．セグメント利益の調整額3百万円には、セグメント間取引消去及びその他の調整額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。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(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 18,349 13,062 31,411 ― 31,411

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

1,111 101 1,212 △1,212 ―

計 19,460 13,164 32,624 △1,212 31,411

セグメント利益又は損失（△） △31 107 75 41 117

(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 15,887 14,700 30,588 ― 30,588

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

1,125 87 1,213 △1,213 ―

計 17,013 14,787 31,801 △1,213 30,588

セグメント利益 260 168 429 3 432
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前第１四半期連結累計期間(自 平成24年６月１日 至 平成24年８月31日) 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成25年６月１日 至 平成25年８月31日) 

 
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成24年６月１日 至 平成24年８月31日) 

 
  (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25年６月１日 至 平成25年８月31日) 

 
  (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。 

  

３．補足情報

（１）製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

集積回路 半導体素子 一般電子部品 電子機器 製品 合計

外部顧客への売上高 10,428 4,360 12,781 2,895 945 31,411

(単位：百万円)

集積回路 半導体素子 一般電子部品 電子機器 製品 合計

外部顧客への売上高 10,032 3,810 12,874 2,616 1,253 30,588

（２）地域別売上高

(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

15,668 10,598 1,170 3,734 239 15,743 31,411

(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

13,143 11,233 1,551 4,139 519 17,444 30,588

佐鳥電機㈱（７４２０） 平成26年５月期 第１四半期決算短信
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