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1. 平成26年5月期第3四半期の連結業績（平成25年6月1日～平成26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 ％

26年5月期第3四半期 24,703 7.8 558 91.1 694 29.7 500 43.7
25年5月期第3四半期 22,906 △17.9 292 △49.0 535 △18.3 348 ―

（注）包括利益 26年5月期第3四半期 691百万円 （80.4％） 25年5月期第3四半期 383百万円 （―％）

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3四半期 68.04 ―
25年5月期第3四半期 47.36 ―

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

26年5月期第3四半期 13,316 5,944 44.4 804.74
25年5月期 13,088 5,360 41.0 729.33
（参考）自己資本 26年5月期第3四半期 5,914百万円 25年5月期 5,360百万円

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

25年5月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
26年5月期 ― 10.00 ―
26年5月期（予想） 10.00 20.00

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）
（％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 33,000 5.1 600 9.3 700 △14.6 500 △15.5 68.02



(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

(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。

※ 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 ： 無
②①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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年5月期3Q 7,350,000 株 25年5月期 7,350,000 株
② 期末自己株式数 26年5月期3Q 461 株 25年5月期 404 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年5月期3Q 7,349,594 株 25年5月期3Q 7,349,596 株
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（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わが国経済は、金融緩和や経済対策の効果により円高の是正や株価の上昇が

進む中、企業収益は改善し、設備投資は持ち直しの動きが見られており、また、個人消費は一部に消費税率引上げ

に伴う駆け込み需要もみられるなど景気は緩やかに回復している状況となりました。

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、新規顧客への販売が

堅調に推移いたしました。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、新規案件の受注により全般的に販売が伸長し、好調に推移いたしました。その他の分

野につきましては、工作機械向け組付け受注が回復しつつあり、売上は横ばいとなりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は24,703百万円（前年同四半期比7.8％増）、利益につき

ましては、利益構造の改革などが功を奏し、営業利益は558百万円（前年同四半期比91.1％増）となり、経常利益

は694百万円（前年同四半期比29.7％増）、四半期純利益は500百万円（前年同四半期比43.7％増）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

自動車分野向け販売及びアミューズメント分野向け販売が堅調に推移したため、連結売上高は15,364百万円

（前年同四半期比15.4％増）となりました。また、セグメント利益は603百万円（前年同四半期比8.1％増）とな

りました。

② 海外事業部門

光半導体の受託生産の受注が減少した結果、連結売上高は9,338百万円（前年同四半期比2.7％減）となりまし

た。一方、利益構造の改革などが進み、セグメント利益は315百万円（前年同四半期比199.6％増）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財政状態は、前連結会計年度末と比較して、資産の部につきましては、現

金及び預金が207百万円増加、受取手形及び売掛金が338百万円減少、たな卸資産が430百万円増加、未収消費税等

が146百万円減少しました。負債の部につきましては、支払手形及び買掛金が319百万円増加、短期借入金が966百

万円減少、長期借入金が450百万円増加しました。

その結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産は13,316百万円となり、前連結会計年度末と比較して228百万

円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年５月期の連結業績予想につきましては、平成25年11月22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

該当事項はありません。

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
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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：千円）

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,064,545 1,271,582

受取手形及び売掛金 7,201,933 6,863,596

たな卸資産 2,770,963 3,201,698

繰延税金資産 60,728 178,768

未収消費税等 202,389 55,514

未収還付法人税等 － 87,640

その他 121,996 97,801

貸倒引当金 △42,528 △552

流動資産合計 11,380,028 11,756,049

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 408,664 407,105

機械装置及び運搬具（純額） 88,934 123,667

土地 460,338 460,338

リース資産（純額） 498 －

建設仮勘定 － 967

その他（純額） 34,374 33,633

有形固定資産合計 992,810 1,025,712

無形固定資産 86,928 97,793

投資その他の資産

投資有価証券 97,779 105,944

関係会社株式 30,120 30,354

繰延税金資産 207,431 2,910

その他 1,320,953 340,737

貸倒引当金 △1,027,593 △42,957

投資その他の資産合計 628,690 436,987

固定資産合計 1,708,429 1,560,493

資産合計 13,088,457 13,316,542
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,235,837 4,555,689

短期借入金 2,229,196 1,262,641

リース債務 697 －

未払法人税等 228,511 92,271

賞与引当金 83,296 44,264

役員賞与引当金 7,700 15,000

その他 238,262 177,035

流動負債合計 7,023,502 6,146,902

固定負債

長期借入金 582,150 1,032,340

繰延税金負債 11,142 58,360

資産除去債務 24,120 24,359

その他 87,222 110,274

固定負債合計 704,635 1,225,334

負債合計 7,728,137 7,372,237

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 4,240,752 4,603,406

自己株式 △203 △232

株主資本合計 5,334,549 5,697,174

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,905 7,437

為替換算調整勘定 22,864 209,928

その他の包括利益累計額合計 25,770 217,366

少数株主持分 － 29,763

純資産合計 5,360,319 5,944,305

負債純資産合計 13,088,457 13,316,542
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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24年６月１日
至 平成25年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成26年２月28日)

売上高 22,906,845 24,703,303

売上原価 21,066,426 22,447,773

売上総利益 1,840,418 2,255,529

販売費及び一般管理費 1,548,128 1,697,040

営業利益 292,290 558,489

営業外収益

受取利息 3,001 2,649

受取配当金 2,992 1,616

仕入割引 21,074 26,580

受取家賃 34,664 27,160

デリバティブ評価益 － 4,271

為替差益 － 8,298

貸倒引当金戻入額 186,548 76,284

その他 15,654 21,741

営業外収益合計 263,935 168,601

営業外費用

支払利息 10,853 27,358

売上割引 3,400 3,136

為替差損 3,250 －

その他 3,716 2,557

営業外費用合計 21,220 33,053

経常利益 535,004 694,037

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

持分変動損失 － 4,560

特別損失合計 － 4,560

税金等調整前四半期純利益 539,159 689,477

法人税、住民税及び事業税 217,841 60,328

法人税等調整額 △26,789 131,681

法人税等合計 191,051 192,010

少数株主損益調整前四半期純利益 348,107 497,467

少数株主損失（△） － △2,616

四半期純利益 348,107 500,083
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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24年６月１日
至 平成25年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成26年２月28日)

少数株主損益調整前四半期純利益 348,107 497,467

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8,638 4,532

為替換算調整勘定 26,433 189,337

その他の包括利益合計 35,072 193,870

四半期包括利益 383,179 691,337

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 383,179 691,679

少数株主に係る四半期包括利益 － △342
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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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年６月１日 至 平成26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△360,595千円は、セグメント間取引消去△369千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△360,226千円であります。

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。

（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）

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

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 15,364,320 9,338,983 24,703,303 － 24,703,303

セグメント間の内部売上高
又は振替高

840,558 796,610 1,637,168 △1,637,168 ―

計 16,204,878 10,135,593 26,340,471 △1,637,168 24,703,303

セグメント利益 603,549 315,535 919,085 △360,595 558,489
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