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1.  平成25年5月期第3四半期の連結業績（平成24年6月1日～平成25年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

25年5月期第3四半期 22,906 △17.9 292 △49.0 535 △18.3 348 ―
24年5月期第3四半期 27,897 14.6 572 23.2 655 25.2 △582 ―

（注）包括利益 25年5月期第3四半期 383百万円 （―％） 24年5月期第3四半期 △625百万円 （―％）

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

25年5月期第3四半期 47.36 ―
24年5月期第3四半期 △79.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年5月期第3四半期 11,300 5,049 44.7
24年5月期 13,828 4,769 34.5
（参考） 自己資本   25年5月期第3四半期  5,049百万円 24年5月期  4,769百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

24年5月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
25年5月期 ― 7.00 ―
25年5月期（予想） 7.00 14.00

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

通期 33,400 △10.2 530 △26.8 590 △28.1 390 ― 53.06



(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  

(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、２ページの「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） 

※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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点いおいて、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き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 
上記の予想は、本資料の発表日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。業績予想に関連する事項については、２ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ
さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年5月期3Q 7,350,000 株 24年5月期 7,350,000 株
② 期末自己株式数 25年5月期3Q 404 株 24年5月期 404 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期3Q 7,349,596 株 24年5月期3Q 7,349,633 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益に下げ止まりの兆しがみられたほか、設備投資は弱

い動きとなっているものの、個人消費は底堅く推移してまいりました。景気は一部に弱さが残るものの、下げ止ま

りの動きがみられるようになってまいりました。 

 このような経済状況のもと、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は、政府の需要刺激策の

反動減等もあり、車載機器関連向け商材の販売が減少いたしました。民生分野につきましては、光半導体の受託 

生産の受注が減少いたしました。アミューズメント分野につきましては、営業努力による新規案件の獲得等もあり

販売が増加いたしました。その他の分野につきましては、工作機械向け組付け受注や製造関連装置向けの部材販売

が減少したものの、販路の拡大等もあり売上が増加いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は22,906百万円（前年同四半期比17.9％減）、利益につきまして

は、売上高の減少にともなう売上総利益の減少などにより、営業利益は292百万円（前年同四半期比49.0％減）と

なりました。またミナミ株式会社に対する債権の回収の進展にともなう貸倒引当金戻入額を営業外収益として計上

したこともあり、経常利益は535百万円（前年同四半期比18.3％減）、四半期純利益は348百万円（前年同四半期は

四半期純損失582百万円）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 国内事業部門 

 車載機器関連向け商材の販売が減少したほか、工作機械向け組付け受注が減少したこともあり、連結売上高 

は13,310百万円（前年同四半期比22.3％減）となりました。また、売上高の減少にともなう売上総利益の減少な

どにより、営業利益は558百万円（前年同四半期比6.9％減）となりました。 

  

② 海外事業部門 

 海外展開の拡充等からアミューズメント分野向けの販売などが増加したものの、光半導体の受託生産の受注が

減少し、連結売上高は9,596百万円（前年同四半期比10.9％減）となりました。また、売上原価率の増加等が大

きく影響し、営業利益は105百万円（前年同四半期比68.6％減）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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31百万円減少、

受取手形及び売掛金が2,662百万円減少、たな卸資産が227百万円増加する一方、支払手形及び買掛金が2,797百万

円減少、短期借入金が298百万円減少、長期借入金が259百万円増加しました。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産は11,300百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,528百

万円減少しました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年５月期の連結業績予想につきましては、平成24年７月６日に公表した業績予想から変更はありません。

  

  

（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 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。  

     

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

ミタチ産業㈱　(3321)　平成25年５月期　第３四半期決算短信 

- 2 -



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 867,659 836,063

受取手形及び売掛金 8,215,090 5,552,460

たな卸資産 2,645,502 2,873,368

繰延税金資産 45,256 56,768

未収消費税等 235,221 187,684

未収還付法人税等 97,526 －

その他 83,939 120,695

貸倒引当金 △39,210 △42,208

流動資産合計 12,150,986 9,584,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 406,030 400,331

機械装置及び運搬具（純額） 67,812 81,376

土地 477,877 478,038

リース資産（純額） 28,387 3,282

建設仮勘定 3,269 －

その他（純額） 37,804 34,846

有形固定資産合計 1,021,182 997,875

無形固定資産 89,710 91,260

投資その他の資産   

投資有価証券 69,697 84,196

関係会社株式 － 30,120

破産更生債権等 1,222,837 1,032,252

繰延税金資産 206,240 220,845

その他 291,147 291,164

貸倒引当金 △1,222,837 △1,032,252

投資その他の資産合計 567,085 626,326

固定資産合計 1,677,979 1,715,463

資産合計 13,828,965 11,300,296

ミタチ産業㈱　(3321)　平成25年５月期　第３四半期決算短信 

- 3 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,864,537 3,067,155

短期借入金 2,335,484 2,036,675

リース債務 31,013 3,723

未払法人税等 18,892 236,927

賞与引当金 83,748 47,229

役員賞与引当金 － 15,000

その他 314,554 169,171

流動負債合計 8,648,231 5,575,882

固定負債   

長期借入金 300,000 559,740

リース債務 697 －

繰延税金負債 14,799 19,101

資産除去債務 23,806 24,041

その他 72,126 71,941

固定負債合計 411,429 674,824

負債合計 9,059,661 6,250,706

純資産の部   

株主資本   

資本金 521,600 521,600

資本剰余金 572,400 572,400

利益剰余金 3,751,731 3,996,944

自己株式 △203 △203

株主資本合計 4,845,527 5,090,740

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △13,906 △5,267

為替換算調整勘定 △62,317 △35,883

その他の包括利益累計額合計 △76,223 △41,150

純資産合計 4,769,304 5,049,589

負債純資産合計 13,828,965 11,300,296
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 27,897,822 22,906,845

売上原価 25,813,476 21,066,426

売上総利益 2,084,345 1,840,418

販売費及び一般管理費 1,511,780 1,548,128

営業利益 572,565 292,290

営業外収益   

受取利息 14,365 3,001

受取配当金 2,275 2,992

仕入割引 21,426 21,074

受取家賃 35,823 34,664

為替差益 11,676 －

貸倒引当金戻入額 － 186,548

その他 12,190 15,654

営業外収益合計 97,758 263,935

営業外費用   

支払利息 11,453 10,853

売上割引 1,959 3,400

為替差損 － 3,250

その他 1,811 3,716

営業外費用合計 15,224 21,220

経常利益 655,099 535,004

特別利益   

固定資産売却益 － 4,154

特別利益合計 － 4,154

特別損失   

投資有価証券評価損 5,500 －

貸倒引当金繰入額 972,413 －

特別損失合計 977,913 －

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（△）

△322,814 539,159

法人税、住民税及び事業税 226,979 217,841

法人税等調整額 33,163 △26,789

法人税等合計 260,142 191,051

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（△）

△582,957 348,107

四半期純利益又は四半期純損失（△） △582,957 348,107
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年２月28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（△）

△582,957 348,107

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,450 8,638

為替換算調整勘定 △37,196 26,433

その他の包括利益合計 △42,646 35,072

四半期包括利益 △625,603 383,179

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △625,603 383,179

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。 

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年６月１日 至 平成24年２月29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  

                                           （単位：千円） 

（注）１.セグメント利益の調整額△361,894千円は、セグメント間取引消去2,516千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△364,410千円であります。 

   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３四半期連結累計期間（自 平成24年６月１日 至 平成25年２月28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  

                                           （単位：千円） 

（注）１.セグメント利益の調整額△371,156千円は、セグメント間取引消去△888千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△370,267千円であります。 

   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。 

  

 該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

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 17,130,017 10,767,804 27,897,822  － 27,897,822

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

506,442 651,905 1,158,347  △1,158,347 ―

計 17,636,459 11,419,710 29,056,170  △1,158,347 27,897,822

セグメント利益 599,547 334,912 934,459  △361,894 572,565

  

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 13,310,153 9,596,691 22,906,845  － 22,906,845

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1,086,259 518,038 1,604,298  △1,604,298 ―

計 14,396,413 10,114,730 24,511,144  △1,604,298 22,906,845

セグメント利益 558,127 105,319 663,446  △371,156 292,290

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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