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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結累計期間における国内外の経済状況は、新型コロナウイルス感染症の収束は未だ見通せない状

況が続く中、ワクチン接種の進行や行動制限の緩和などにより、経済社会活動に緩やかな持ち直しが見られたもの

の、新型コロナウイルス感染症の今後の動向や、サプライチェーンでの供給面の懸念、原材料価格の動向による経

済への影響などにより、先行きの不透明さは依然として継続しております。

　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、世界的な半導体や電子

部品の需給逼迫などによる生産への影響はあったものの、前年の新型コロナウイルス感染症の影響からは受注が回

復したことにより、車載機器関連の半導体・電子部品の売上高は前年同期比で増収となりました。産業機器分野に

つきましては、ＩＴ関連や自動車関連の工作機械の需要増加などにより、売上高は前年同期比で増収となりまし

た。民生分野につきましては、海外での生産活動の復調による受注増加などにより、売上高は前年同期比で増収と

なりました。アミューズメント分野につきましては、遊技機関連の新規則機への入れ替え需要などにより、前年同

期比で増収となりました。

　その結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高214億53百万円（前年同期比35.2％増）、営業利益

は10億24百万円（前年同期比254.5％増）、経常利益は10億55百万円（前年同期比245.3％増）となり、親会社株主

に帰属する四半期純利益は７億63百万円（前年同期比352.8％増）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりです。

①国内事業部門

　自動車分野の国内向け半導体・電子部品の販売は、自動車生産の減産などによる影響はあったものの、前年の新

型コロナウイルス感染症の影響からの回復に伴い受注は増加をし、産業機器分野ではＩＴ機器や自動車に関連した

工作機械向けＥＭＳの受注増加や、アミューズメント分野での受注増加などにより、売上高は前年同期比で増収と

なりました。この結果、連結売上高は146億87百万円（前年同期比30.6％増）となりました。セグメント利益は８

億82百万円（前年同期比96.5％増）となりました。

②海外事業部門

　半導体や電子部品の需給逼迫などによる生産や、受注への影響はあったものの、民生分野での生産回復や、中国

での自動車や民生機器向けの半導体・電子部品などの受注増加などにより、連結売上高は67億66百万円（前年同期

比46.5％増）となりました。セグメント利益は３億73百万円（前年同期比570.9％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産・負債・純資産の状況

　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２億47百万円減

少、受取手形及び売掛金が13億53百万円増加、棚卸資産が10億93百万円増加する一方、支払手形及び買掛金が12億

99百万円増加、電子記録債務が１億43百万円増加、短期借入金が１億53百万円増加、利益剰余金が６億87百万円増

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191億２百万円となり、前連結会計年度末と比較して24億80

百万円増加しました。

②キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べて２億69百万円減少し、17億22百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は３億76百万円（前年同期は１億24百万円の獲

得）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益10億98百万円、仕入債務の増加額14億１百万円があった

ものの、売上債権の増加額13億72百万円、棚卸資産の増加額10億60百万円等が反映されたことによるものでありま

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は35百万円（前年同期は２百万円の獲得）とな

りました。これは主に有形固定資産の取得による支出21百万円があったものの、投資有価証券の売却による収入68

百万円等が反映されたことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は68百万円（前年同期は42百万円の使用）とな

りました。これは主に配当金の支払額79百万円があったものの、短期借入金の純増減額の増加１億52百万円等が反

映されたことによるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年５月期の連結業績予想につきましては、2021年10月15日に公表した業績予想から変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,989,075 1,742,003

受取手形及び売掛金 5,728,818 7,082,168

電子記録債権 2,452,320 2,527,975

棚卸資産 3,923,423 5,017,328

その他 638,032 975,084

貸倒引当金 △33,872 △35,797

流動資産合計 14,697,797 17,308,762

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 250,699 244,216

機械装置及び運搬具（純額） 124,160 109,494

土地 519,622 519,622

リース資産（純額） 221,688 210,253

その他（純額） 19,186 23,935

有形固定資産合計 1,135,357 1,107,523

無形固定資産 171,824 158,529

投資その他の資産

投資有価証券 162,271 103,656

関係会社株式 26,178 －

その他 433,188 428,830

貸倒引当金 △4,299 △4,456

投資その他の資産合計 617,339 528,030

固定資産合計 1,924,520 1,794,083

資産合計 16,622,318 19,102,846

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,723,426 5,022,778

電子記録債務 1,117,437 1,261,287

短期借入金 569,934 723,437

未払法人税等 232,220 302,201

賞与引当金 91,764 98,978

役員賞与引当金 13,530 14,230

その他 441,539 530,186

流動負債合計 6,189,853 7,953,099

固定負債

リース債務 243,201 225,582

資産除去債務 30,650 30,829

その他 187,594 187,503

固定負債合計 461,446 443,915

負債合計 6,651,299 8,397,015

純資産の部

株主資本

資本金 818,105 830,815

資本剰余金 860,730 873,440

利益剰余金 7,997,895 8,685,109

自己株式 △324 △324

株主資本合計 9,676,407 10,389,040

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 30,299 6,944

為替換算調整勘定 251,374 297,812

その他の包括利益累計額合計 281,674 304,756

新株予約権 5,934 5,422

非支配株主持分 7,003 6,610

純資産合計 9,971,019 10,705,830

負債純資産合計 16,622,318 19,102,846
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年６月１日
　至　2020年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日

　至　2021年11月30日)

売上高 15,865,823 21,453,620

売上原価 14,478,749 19,216,333

売上総利益 1,387,073 2,237,286

販売費及び一般管理費 1,098,114 1,213,068

営業利益 288,959 1,024,217

営業外収益

受取利息 5,250 6,936

受取配当金 1,107 2,758

仕入割引 19,566 27,626

受取家賃 19,270 18,078

その他 34,185 13,010

営業外収益合計 79,379 68,409

営業外費用

支払利息 11,911 11,197

売上割引 1,148 4,699

為替差損 30,245 14,716

その他 19,222 6,041

営業外費用合計 62,528 36,655

経常利益 305,810 1,055,971

特別利益

投資有価証券売却益 － 42,862

特別利益合計 － 42,862

税金等調整前四半期純利益 305,810 1,098,834

法人税、住民税及び事業税 130,096 325,347

法人税等調整額 11,589 9,606

法人税等合計 141,686 334,954

四半期純利益 164,124 763,879

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△4,562 45

親会社株主に帰属する四半期純利益 168,686 763,834

（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）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年６月１日
　至　2020年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日

　至　2021年11月30日)

四半期純利益 164,124 763,879

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,985 △23,355

為替換算調整勘定 △14,987 45,999

その他の包括利益合計 △9,001 22,644

四半期包括利益 155,122 786,523

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 159,562 786,916

非支配株主に係る四半期包括利益 △4,439 △393

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年６月１日
　至　2020年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日

　至　2021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 305,810 1,098,834

減価償却費 82,735 81,316

のれん償却額 4,192 4,192

投資有価証券売却損益（△は益） － △42,862

賞与引当金の増減額（△は減少） 260 7,214

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,840 700

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,840 2,062

受取利息及び受取配当金 △6,357 △9,694

支払利息 11,911 11,197

売上債権の増減額（△は増加） △1,586,489 △1,372,282

棚卸資産の増減額（△は増加） 650,669 △1,060,739

未収消費税等の増減額（△は増加） 4,339 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,267 △24,870

その他の流動資産の増減額（△は増加） △259,771 △335,894

差入保証金の増減額（△は増加） △1,339 △2,731

仕入債務の増減額（△は減少） 996,399 1,401,563

その他の流動負債の増減額（△は減少） 19,223 112,358

その他 △11,300 △13,841

小計 192,336 △143,476

利息及び配当金の受取額 6,374 9,697

利息の支払額 △11,543 △11,242

法人税等の支払額 △62,676 △231,297

営業活動によるキャッシュ・フロー 124,490 △376,318

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 △20,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000 20,000

有形固定資産の取得による支出 △58,389 △21,292

無形固定資産の取得による支出 △2,939 △11,048

投資有価証券の取得による支出 △997 △1,071

投資有価証券の売却による収入 － 68,896

貸付金の回収による収入 62,962 1,054

その他 1,905 △1,305

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,541 35,232

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） △4,843 152,813

長期借入れによる収入 40,000 －

長期借入金の返済による支出 － △766

配当金の支払額 △79,054 △79,053

自己株式の取得による支出 △43 －

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 24,908

その他 1,908 △29,508

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,033 68,392

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,652 3,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 95,650 △269,585

現金及び現金同等物の期首残高 1,665,278 1,969,075

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 22,514

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,760,929 1,722,003

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

　また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号  2020年３月31日）第28-15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており

ません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響

はありません。
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（単位：千円）

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国内事業部門 海外事業部門 計

売上高

外部顧客への売上高 11,246,174 4,619,649 15,865,823 - 15,865,823

セグメント間の内部売上高又

は振替高
335,448 188,989 524,437 △524,437 -

計 11,581,622 4,808,638 16,390,261 △524,437 15,865,823

セグメント利益 449,184 55,675 504,859 △215,900 288,959

（単位：千円）

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国内事業部門 海外事業部門 計

売上高

外部顧客への売上高 14,687,165 6,766,454 21,453,620 － 21,453,620

セグメント間の内部売上高又

は振替高
374,772 508,271 883,043 △883,043 －

計 15,061,938 7,274,725 22,336,664 △883,043 21,453,620

セグメント利益 882,437 373,542 1,255,979 △231,761 1,024,217

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年６月１日　至　2020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

（注）１.セグメント利益の調整額△215,900千円は、セグメント間取引消去13,331千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△229,231千円であります。

　　　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　2021年６月１日　至　2021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

（注）１.セグメント利益の調整額△231,761千円は、セグメント間取引消去3,301千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△235,063千円であります。

　　　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。
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