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1.  平成24年5月期第1四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成23年8月31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 ％

24年5月期第1四半期 9,162 3.4 164 △27.0 189 △22.2 107 △31.4
23年5月期第1四半期 8,864 48.0 225 ― 244 ― 156 ―

（注）包括利益 24年5月期第1四半期 86百万円 （△30.3％） 23年5月期第1四半期 123百万円 （―％）

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

24年5月期第1四半期 14.56 ―
23年5月期第1四半期 21.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第1四半期 12,770 5,097 39.9
23年5月期 12,745 5,062 39.7
（参考） 自己資本   24年5月期第1四半期  5,097百万円 23年5月期  5,062百万円

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

23年5月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
24年5月期 ―
24年5月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年6月1日～平成24年5月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 16,900 △2.3 240 △36.8 270 △35.6 160 △35.4 21.77
通期 34,200 8.0 550 88.9 610 62.7 370 218.8 50.34



(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」をご参照く
ださい。 

4.  その他

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
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年5月期1Q 7,350,000 株 23年5月期 7,350,000 株
② 期末自己株式数 24年5月期1Q 340 株 23年5月期 298 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期1Q 7,349,674 株 23年5月期1Q 7,349,829 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるもの

の、生産や設備投資などにおいて、持ち直し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、車載機器関連向け商

材の販売を中心に堅調に推移いたしました。民生分野につきましては、政府の景気対策の反動もあり光半導体の受

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、業界全体としては依然厳しい状態にあ

るものの、営業努力もあり底堅く推移いたしました。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増

加し、売上は好調に推移いたしました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は9,162百万円（前年同四半期比3.4％増）、利益につきま

しては、商品構成の変化にともなう売上原価の増加等もあり、営業利益は164百万円（前年同四半期比27.0％

減）、経常利益は189百万円（前年同四半期比22.2％減）、四半期純利益は107百万円（前年同四半期比31.4％減）

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や工作機械向け組付け受注など、全般的に堅調に推移した結果、売上高は5,699

百万円（前年同四半期比10.0％増）、セグメント利益は209百万円（前年同四半期比8.2％増）となりました。 

  

② 海外事業部門 

 政府の景気対策の反動などにより、光半導体の受託生産の受注が減少した結果、売上高は3,462百万円（前年

同四半期比6.0％減）、セグメント利益は80百万円（前年同四半期比46.0％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１四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67百万円減少、

受取手形及び売掛金が437百万円減少、たな卸資産が582百万円増加、未収消費税等が229百万円減少する一方、支

払手形及び買掛金が62百万円増加、短期借入金が38百万円増加、未払法人税等が59百万円減少、賞与引当金42百万

円減少しました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間末の総資産は12,770百万円となり、前連結会計年度末と比較して25百万円

増加しました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月期の連結業績予想につきましては、平成23年７月８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（その他）に関する事項

ミタチ産業㈱　（3321）　平成24年５月期　第１四半期決算短信

- 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23年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 913,829 845,856

受取手形及び売掛金 6,387,549 5,950,477

たな卸資産 2,916,845 3,499,376

繰延税金資産 66,355 40,728

未収消費税等 319,772 89,904

その他 165,286 409,225

貸倒引当金 △35,006 △39,094

流動資産合計 10,734,632 10,796,473

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 431,841 418,379

機械装置及び運搬具（純額） 32,612 30,899

土地 477,877 477,877

リース資産（純額） 84,099 70,443

建設仮勘定 4,029 7,321

その他（純額） 44,128 40,449

有形固定資産合計 1,074,589 1,045,371

無形固定資産 102,882 99,515

投資その他の資産   

投資有価証券 92,534 81,563

長期貸付金 624,000 624,000

繰延税金資産 10,594 14,571

その他 298,345 298,044

貸倒引当金 △192,514 △189,021

投資その他の資産合計 832,959 829,157

固定資産合計 2,010,431 1,974,044

資産合計 12,745,063 12,770,517
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,439,381 5,501,615

短期借入金 1,644,236 1,682,283

リース債務 55,914 54,449

未払法人税等 115,757 55,869

賞与引当金 87,998 45,309

役員賞与引当金 6,500 2,000

その他 206,447 211,773

流動負債合計 7,556,234 7,553,300

固定負債   

リース債務 33,095 20,713

繰延税金負債 10,230 17,117

資産除去債務 23,495 23,573

その他 59,522 58,402

固定負債合計 126,344 119,806

負債合計 7,682,579 7,673,106

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 4,040,602 4,096,229

自己株式 △161 △178

株主資本合計 5,134,441 5,190,051

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,987 △8,735

為替換算調整勘定 △69,969 △83,905

その他の包括利益累計額合計 △71,957 △92,640

純資産合計 5,062,484 5,097,410

負債純資産合計 12,745,063 12,770,517
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 8,864,912 9,162,871

売上原価 8,154,304 8,503,853

売上総利益 710,608 659,017

販売費及び一般管理費 484,939 494,224

営業利益 225,668 164,793

営業外収益   

受取利息 1,720 4,392

受取配当金 554 843

仕入割引 5,502 5,586

受取家賃 11,596 11,596

負ののれん償却額 5,445 －

為替差益 － 991

その他 4,465 6,353

営業外収益合計 29,284 29,763

営業外費用   

支払利息 3,367 3,695

売上割引 207 523

為替差損 7,161 －

その他 98 516

営業外費用合計 10,833 4,735

経常利益 244,119 189,820

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,158 －

特別損失合計 7,158 －

税金等調整前四半期純利益 236,960 189,820

法人税、住民税及び事業税 48,836 49,685

法人税等調整額 32,007 33,060

法人税等合計 80,844 82,745

少数株主損益調整前四半期純利益 156,116 107,074

四半期純利益 156,116 107,074
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 156,116 107,074

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,170 △6,747

為替換算調整勘定 △24,046 △13,935

その他の包括利益合計 △32,217 △20,683

四半期包括利益 123,899 86,391

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 123,899 86,391

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。 

   

   【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31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△117,596千円は、セグメント間取引消去1,024千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△118,621千円であります。 

   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１四半期連結累計期間（自 平成23年６月１日 至 平成23年８月31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△125,604千円は、セグメント間取引消去5,858千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△131,462千円であります。 

   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 5,180,558 3,684,354 8,864,912  － 8,864,912

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

41,332 85,247 126,580  △126,580 ―

計 5,221,890 3,769,602 8,991,493  △126,580 8,864,912

セグメント利益 193,721 149,543 343,265  △117,596 225,668

  

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 5,699,892 3,462,979 9,162,871  － 9,162,871

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

78,828 168,276 247,105  △247,105 ―

計 5,778,721 3,631,255 9,409,977  △247,105 9,162,871

セグメント利益 209,614 80,783 290,397  △125,604 164,793

（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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