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1.  平成24年5月期第2四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成23年11月30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2四半期 18,968 9.7 △67 ― △12 ― △199 ―
23年5月期第2四半期 17,295 24.3 379 209.9 419 142.3 247 144.6

（注）包括利益 24年5月期第2四半期 △252百万円 （―％） 23年5月期第2四半期 193百万円 （―％）

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2四半期 △27.17 ―
23年5月期第2四半期 33.72 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第2四半期 13,080 4,758 36.4
23年5月期 12,745 5,062 39.7
（参考） 自己資本   24年5月期第2四半期  4,758百万円 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 ― 7.00
24年5月期（予想） ― 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、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 37,000 16.9 310 6.5 390 4.0 60 △48.3 8.16



(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2Q 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2Q 404 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2Q 7,349,651 株 23年5月期2Q 7,349,791 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四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、震災による供給面の制約がほぼ解消され、また設備投資や個人消費にも持ち直しの動きがみられるように 

なってまいりました。しかしながら海外経済の減速や円高、タイの洪水の影響などもあり、持ち直しのペースは 

緩やかな状態が続いてまいりました。 

 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、光半導体の受託生産の受注が増加いた 

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 

あり販売は増加いたしました。その他の分野につきましては、工作機械向け組付け受注が増加したものの、製造関

連装置向けの部材販売が減少いたしました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は18,968百万円（前年同四半期比9.7％増）、利益につきまして

は、ほぼ前年同四半期並の利益水準で推移したものの、業務提携先に対する当社債権の回収可能性について精査し

た結果を踏まえ、貸倒引当金（販売費及び一般管理費）を計上したこともあり、営業損失は67百万円（前年同四半

期は営業利益379百万円）、経常損失は12百万円（前年同四半期は経常利益419百万円）、四半期純損失は199百万

円（前年同四半期は四半期純利益247百万円）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を中心に堅調に推移したほか、工作機械向け組付け受注が増加いたしました。 

その結果、セグメントの売上高は11,723百万円（前年同四半期比9.0％増）となりました。一方、貸倒引当金 

（販売費及び一般管理費）を計上したこともあり、セグメント損失は44百万円（前年同四半期はセグメント利 

益359百万円）となりました。 

  

② 海外事業部門 

 光半導体の受託生産の増加やアミューズメント業界向け販売が増加したことなどから、売上は堅調に推移い

たしました。その結果、セグメントの売上高は7,245百万円（前年同四半期比10.7％増）となりました。一

方、顧客の厳しい価格要請などもあり利益率が低下し、セグメント利益は221百万円（前年同四半期比11.4％

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２四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439百万円増

加、たな卸資産が358百万円増加、未収還付消費税等が164百万円減少する一方、支払手形及び買掛金が168百万円

増加、短期借入金が132百万円増加、長期借入金が300百万円増加しました。 

 その結果、当第２四半期連結会計期間末の総資産は13,080百万円となり、前連結会計年度末と比較して335百万

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12月19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
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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23年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 913,829 1,353,768

受取手形及び売掛金 6,387,549 6,480,985

たな卸資産 2,916,845 3,275,645

繰延税金資産 66,355 67,212

未収消費税等 319,772 154,794

その他 165,286 279,080

貸倒引当金 △35,006 △41,395

流動資産合計 10,734,632 11,570,091

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 431,841 398,650

機械装置及び運搬具（純額） 32,612 38,585

土地 477,877 477,877

リース資産（純額） 84,099 56,788

建設仮勘定 4,029 15,958

その他（純額） 44,128 35,029

有形固定資産合計 1,074,589 1,022,890

無形固定資産 102,882 97,708

投資その他の資産   

投資有価証券 92,534 78,883

長期貸付金 624,000 624,000

繰延税金資産 10,594 14,160

その他 298,345 299,658

貸倒引当金 △192,514 △626,847

投資その他の資産合計 832,959 389,854

固定資産合計 2,010,431 1,510,453

資産合計 12,745,063 13,080,544
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,439,381 5,608,025

短期借入金 1,644,236 1,776,966

リース債務 55,914 48,976

未払法人税等 115,757 181,645

賞与引当金 87,998 84,388

役員賞与引当金 6,500 4,000

その他 206,447 208,710

流動負債合計 7,556,234 7,912,714

固定負債   

長期借入金 － 300,000

リース債務 33,095 12,252

繰延税金負債 10,230 16,996

資産除去債務 23,495 23,650

その他 59,522 56,079

固定負債合計 126,344 408,979

負債合計 7,682,579 8,321,693

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 3,789,421

自己株式 △161 △203

株主資本合計 5,134,441 4,883,217

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 △10,498

為替換算調整勘定 △69,969 △113,867

その他の包括利益累計額合計 △71,957 △124,366

純資産合計 5,062,484 4,758,851

負債純資産合計 12,745,063 13,080,544
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 17,295,615 18,968,704

売上原価 15,931,329 17,603,757

売上総利益 1,364,285 1,364,946

販売費及び一般管理費 984,775 1,432,519

営業利益又は営業損失（△） 379,509 △67,573

営業外収益   

受取利息 3,697 8,999

受取配当金 638 927

仕入割引 11,717 13,254

受取家賃 23,192 23,782

負ののれん償却額 10,891 －

為替差益 － 8,523

その他 8,222 9,264

営業外収益合計 58,359 64,751

営業外費用   

支払利息 6,803 6,601

売上割引 611 1,179

為替差損 10,775 －

その他 326 1,620

営業外費用合計 18,516 9,401

経常利益又は経常損失（△） 419,352 △12,223

特別損失   

投資有価証券評価損 11,611 －

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 18,770 －

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（△）

400,581 △12,223

法人税、住民税及び事業税 155,758 179,512

法人税等調整額 △3,017 7,997

法人税等合計 152,741 187,510

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（△）

247,840 △199,733

四半期純利益又は四半期純損失（△） 247,840 △199,733

ミタチ産業㈱　（3321）　平成24年５月期　第２四半期決算短信

- 5 -



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30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（△）

247,840 △199,733

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △397 △8,511

為替換算調整勘定 △54,433 △43,897

その他の包括利益合計 △54,830 △52,409

四半期包括利益 193,010 △252,142

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 193,010 △252,142

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

400,581 △12,223

減価償却費 78,959 75,405

負ののれん償却額 △10,891 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,233 △3,609

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 △2,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,001 440,722

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,158 －

受取利息及び受取配当金 △4,335 △9,927

支払利息 6,803 6,601

投資有価証券評価損益（△は益） 11,611 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,070,693 △118,672

たな卸資産の増減額（△は増加） 236,358 △389,761

未収消費税等の増減額（△は増加） 144,438 164,977

その他の流動資産の増減額（△は増加） 159,879 565

差入保証金の増減額（△は増加） △260 △2,468

仕入債務の増減額（△は減少） 209,124 200,017

その他の流動負債の増減額（△は減少） △38,655 21,768

その他 △2,855 △284

小計 153,459 370,610

利息及び配当金の受取額 4,588 9,859

利息の支払額 △6,970 △6,812

法人税等の支払額 △179,736 △113,154

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,659 260,503

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △26,000 △26,000

定期預金の払戻による収入 26,000 26,000

有形固定資産の取得による支出 △22,401 △46,037

有形固定資産の売却による収入 807 138

無形固定資産の取得による支出 △5,740 △5,951

投資有価証券の取得による支出 △689 △711

貸付けによる支出 △81,029 △270,000

貸付金の回収による収入 － 152,000

その他 △9,075 △2,604

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,128 △173,165
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 470,809 147,273

長期借入れによる収入 － 300,000

自己株式の取得による支出 △53 △42

リース債務の返済による支出 △26,947 △27,780

配当金の支払額 △51,449 △51,447

財務活動によるキャッシュ・フロー 392,359 368,002

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,303 △15,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 229,267 439,938

現金及び現金同等物の期首残高 711,338 877,829

現金及び現金同等物の四半期末残高 940,605 1,317,768
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該当事項はありません。  

  

  

  【セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年11月30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△230,020千円は、セグメント間取引消去1,498千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△231,519千円であります。 

   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２四半期連結累計期間（自 平成23年６月１日 至 平成23年11月30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.セグメント利益又は損失の調整額△244,317千円は、セグメント間取引消去1,803千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△246,120千円であります。 

   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損失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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 10,752,876 6,542,738 17,295,615  － 17,295,615

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

210,157 187,577 397,734  △397,734 ―

計 10,963,034 6,730,315 17,693,349  △397,734 17,295,615

セグメント利益 359,448 250,081 609,530  △230,020 379,509

  

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 11,723,178 7,245,526 18,968,704  － 18,968,704

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

399,344 410,842 810,187  △810,187 ―

計 12,122,522 7,656,368 19,778,891  △810,187 18,968,704

セグメント利益又は損失（△） △44,721 221,465 176,743  △244,317 △67,573

（６）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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