
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

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）

（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 93,739 △15.5 178 82.0 315 117.0 △2,342 －
24年５月期第３四半期 110,875 △11.2 98 △90.3 145 △76.2 154 △71.2

(注) 包括利益 25年５月期第３四半期 △689百万円( －％) 24年５月期第３四半期 222百万円(△31.4％)

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 △138.16 －
24年５月期第３四半期 9.12 －

（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 ％

25年５月期第３四半期 61,808 26,899 43.5
24年５月期 62,312 27,863 44.7

(参考) 自己資本 25年５月期第３四半期 26,899百万円 24年５月期 27,863百万円

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

24年５月期 － 12.00 － 8.00 20.00
25年５月期 － 10.00 －

25年５月期(予想) 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）

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 130,000 △11.3 400 △6.9 500 △1.8 △2,100 － △123.84

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   
   

 

 

 

 
  

※ 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 ： 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

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが
困難な場合」に該当しております。詳細は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年５月期３Ｑ 17,946,826株 24年５月期 17,946,826株

② 期末自己株式数 25年５月期３Ｑ 989,315株 24年５月期 989,295株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年５月期３Ｑ 16,957,527株 24年５月期３Ｑ 16,957,655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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第３四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見られるものの欧州諸国の財

政・金融不安や中国をはじめとする新興国の成長スピード鈍化など、引き続き厳しい状況で推移しました。一

方、国内においても東日本大震災復興特別会計等でインフラ関連の一部が堅調に推移し、平成24年11月から円相

場が円安へ進んだものの、全般的に不透明な状況で推移いたしました。 

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ＰＣ市場を中心とする海外

事業の落ち込みにより937億39百万円（前年同期比15.5％減）となり、営業利益は1億78百万円（前年同期比

82.0％増）、経常利益は3億15百万円（前年同期比117.0％増）となりました。四半期純損失は事業構造改善費用

の計上に加え、繰延税金資産の取り崩しにより23億42百万円（前年同期は1億54百万円の利益）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 

デジタルカメラ用マイコンやＰＣ用バッテリーの増があったものの、携帯電話向け各種モジュールおよび企

業向けＰＣ、サーバーの減により、売上高は527億66百万円（前年同期比14.5％減）、セグメント損失は１億73

百万円（前年同期は2億21百万円の損失）となりました。 

  

②海外事業 

タブレット端末向けメモリの増があったものの、ＰＣ用メモリおよび電子部品の大幅減により、売上高は409

億72百万円（前年同期比16.7％減）、セグメント利益は1億63百万円（前年同期比47.1％減）となりました。 

  

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5億4百万円減少し、618億8百万円と

なりました。これは、現金及び預金が23億42百万円、投資有価証券が4億10百万円増加したものの、受取手形及び

売掛金が28億44百万円、繰延税金資産が10億76百万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4億59百万円増加し、349億8百万円となりました。これは、短期借入金

が11億89百万円減少したものの、事業構造改善引当金が8億64百万円、長期借入金が4億62百万円増加したこと等

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9億63百万円減少し、268億99百万円となりました。これは、為替換算調整

勘定が12億20百万円、その他有価証券評価差額金が4億11百万円増加したものの、利益剰余金が25億99百万円減少

したこと等によるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、平成24年12月19日に公表した平成25年５月期（平成24年６月１日～平成25年５

月31日）の通期業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正および事業構

造改革費用の計上に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の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は軽微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 6,618 8,961

受取手形及び売掛金 34,557 31,712

商品及び製品 9,544 10,342

仕掛品 659 736

原材料及び貯蔵品 57 91

その他 1,222 1,230

貸倒引当金 △24 △30

流動資産合計 52,637 53,044

固定資産   

有形固定資産 4,545 4,423

無形固定資産 1,278 1,326

投資その他の資産   

その他 3,961 3,118

貸倒引当金 △110 △105

投資その他の資産合計 3,851 3,012

固定資産合計 9,675 8,763

資産合計 62,312 61,808

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,572 16,669

短期借入金 8,211 7,022

1年内返済予定の長期借入金 1,800 1,800

未払法人税等 143 128

事業構造改善引当金 － 864

その他 1,150 665

流動負債合計 27,878 27,151

固定負債   

長期借入金 4,400 4,862

退職給付引当金 1,884 1,961

その他 285 933

固定負債合計 6,570 7,757

負債合計 34,449 34,908
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(単位：百万円)

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) 

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 25,717 23,117

自己株式 △1,252 △1,252

株主資本合計 30,684 28,084

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △18 392

繰延ヘッジ損益 △1 2

土地再評価差額金 △178 △178

為替換算調整勘定 △2,623 △1,402

その他の包括利益累計額合計 △2,821 △1,185

純資産合計 27,863 26,899

負債純資産合計 62,312 61,808
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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 110,875 93,739

売上原価 103,510 86,812

売上総利益 7,365 6,926

販売費及び一般管理費 7,267 6,747

営業利益 98 178

営業外収益   

受取利息 9 9

受取配当金 43 32

為替差益 16 82

仕入割引 61 48

営業権譲渡益 75 93

その他 62 47

営業外収益合計 268 313

営業外費用   

支払利息 149 117

支払補償費 4 41

その他 67 17

営業外費用合計 221 176

経常利益 145 315

特別利益   

固定資産売却益 0 2

投資有価証券売却益 3 2

その他 0 －

特別利益合計 4 4

特別損失   

投資有価証券評価損 200 0

事業構造改善費用 － 867

その他 6 48

特別損失合計 206 916

税金等調整前四半期純損失（△） △56 △596

法人税、住民税及び事業税 148 167

法人税等調整額 △359 1,578

法人税等合計 △210 1,746

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（△）

154 △2,342

四半期純利益又は四半期純損失（△） 154 △2,342
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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（△）

154 △2,342

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 125 411

繰延ヘッジ損益 0 4

土地再評価差額金 4 －

為替換算調整勘定 △62 1,237

その他の包括利益合計 67 1,653

四半期包括利益 222 △689

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 222 △689

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) 

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10百万円には、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) 

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188百万円には、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。 

  

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

(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 61,698 49,177 110,875 ― 110,875

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

2,410 513 2,924 △2,924 ―

計 64,109 49,691 113,800 △2,924 110,875

セグメント利益又は損失（△） △221 309 87 10 98

(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 52,766 40,972 93,739 ― 93,739

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

2,932 257 3,190 △3,190 ―

計 55,699 41,230 96,929 △3,190 93,739

セグメント利益又は損失（△） △173 163 △9 188 178

（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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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) 

 
  

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) 

 
  (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24年６月１日  至  平成25年２月28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。 

  

４．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 37,537 16,289 41,671 12,114 3,263 110,875

(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 33,524 11,444 36,065 9,588 3,116 93,739

（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

53,092 38,555 7,446 10,586 1,195 57,783 110,875

(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

45,134 31,943 5,802 10,047 811 48,604 93,739
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