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（訂正・数値データ訂正）
2021 年５⽉期 第３四半期決算短信〔⽇本基準〕（連結）の⼀部訂正について

当社は、2021 年３⽉ 26 ⽇に発表した表記開⽰資料について訂正がありましたのでお知らせしま
す。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。

記

１．訂正の理由
「2021 年５⽉期 第３四半期決算短信〔⽇本基準〕（連結）」の提出後に、記載内容の⼀部に誤

りがあることが判明しましたので、これを訂正いたします。

２．訂正の内容
訂正箇所には下線を付して表⽰しております。
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四半期報告書提出予定日 2021年4月13日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

1. 2021年5月期第3四半期の連結業績（2020年6月1日～2021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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年5月期第3四半期 24,664 546 △24.7 564 △23.1 351 △29.8

2020年5月期第3四半期 26,312

△6.3

△8.7 725 △30.0 734 △32.2 500 △33.9

（注）包括利益 2021年5月期第3四半期　　312百万円 （△26.5％） 2020年5月期第3四半期　　425百万円 （△45.3％）

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

2021年5月期第3四半期 44.44 ―

2020年5月期第3四半期 63.34 ―

(2) 連結財政状態

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

2021年5月期第3四半期 15,023 9,444 62.8 1,193.11

2020年5月期 14,324 9,290 64.7 1,172.64

（参考）自己資本 2021年5月期第3四半期 9,432百万円 2020年5月期 9,270百万円

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

2020年5月期 ― 15.00 ― 10.00 25.00

2021年5月期 ― 10.00 ―

2021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. 2021年 5月期の連結業績予想（2020年 6月 1日～2021年 5月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 34,000 0.4 800 5.4 830 7.0 540 8.8 68.30

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

＜訂正前＞



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 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

(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） 2021年5月期3Q 7,906,000 株 2020年5月期 7,906,000 株

② 期末自己株式数 2021年5月期3Q 604 株 2020年5月期 534 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年5月期3Q 7,905,413 株 2020年5月期3Q 7,905,466 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、実際の成績は、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「１.当四半期決算に関する定性的情報（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。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策は継続されるなか、

社会活動のレベル引き上げが徐々に進んだものの、新規感染者が再び増加したことなどから、景気の先行きについ

ては引き続き不透明な状況が続いております。

　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は、車載機器関連の半導

体・電子部品の販売およびＥＭＳなどは、国内での受注の回復とあわせ、中国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。産業機器分野につきましては、ＩＴ関連の需要増加や、中国市場の需要回復など

により、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、海外での新型コロナウイルス感染症の拡大防

止策の影響による生産、受注減少などから、売上高は前年同期比で減収となりました。アミューズメント分野につ

きましては、規制等の影響による受注減少などから、前年同期比で減収となりました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高246億64百万円（前年同期比6.3％減）、営業利益

は５億46百万円（前年同期比24.7％減）、経常利益は５億64百万円（前年同期比23.1％減）となり、親会社株主

に帰属する四半期純利益は３億51百万円（前年同期比29.8％減）となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

①国内事業部門

車載機器関連の半導体・電子部品の受注は回復基調となり、産業機器関連の工作機械向け受注は、ＩＴ向け等の

需要増加により増加したものの、アミューズメント分野において、規制等の影響を受け売上高が減少したことなど

から、連結売上高は169億93百万円（前年同期比4.7％減）となりました。セグメント利益は７億29百万円（前年同

期比15.2％減）となりました。

②海外事業部門

中国の市場回復による地域的な売上高の増加はあったものの、アセアン地域での半導体・電子部品・ＥＭＳ関

連の受注減少により、連結売上高は76億70百万円（前年同期比9.5％減）となりました。セグメント利益は１億48

百万円（前年同期比35.2％減）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受取手形及び売掛金が12億19百

万円増加、たな卸資産が６億９百万円減少する一方、支払手形及び買掛金が７億円増加、電子記録債務が１億99

百万円減少、短期借入金が１億69百万円減少、利益剰余金が１億93百万円増加しました。

　その結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産は150億23百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億99

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

2021年５月期の連結業績予想につきましては、2021年３月19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
(2020年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,685,278 1,784,471

受取手形及び売掛金 3,881,086 5,100,611

電子記録債権 1,998,500 1,975,515

たな卸資産 4,221,454 3,611,848

その他 621,031 685,389

貸倒引当金 △32,256 △29,139

流動資産合計 12,375,095 13,128,696

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 251,229 246,545

機械装置及び運搬具（純額） 141,154 140,896

土地 519,622 519,622

リース資産（純額） 215,103 209,032

その他（純額） 22,087 20,426

有形固定資産合計 1,149,197 1,136,524

無形固定資産 212,919 174,244

投資その他の資産

投資有価証券 110,840 145,164

関係会社株式 50,000 26,178

その他 431,834 418,085

貸倒引当金 △5,144 △5,094

投資その他の資産合計 587,529 584,334

固定資産合計 1,949,646 1,895,102

資産合計 14,324,741 15,023,799

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
(2020年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,322,588 3,023,146

電子記録債務 1,142,409 943,215

短期借入金 789,589 620,229

未払法人税等 71,184 93,866

賞与引当金 81,905 50,154

役員賞与引当金 10,190 7,310

その他 263,854 413,396

流動負債合計 4,681,721 5,151,318

固定負債

リース債務 220,640 232,190

資産除去債務 30,282 30,556

その他 101,834 164,783

固定負債合計 352,757 427,530

負債合計 5,034,479 5,578,848

純資産の部

株主資本

資本金 818,105 818,105

資本剰余金 860,730 860,730

利益剰余金 7,490,794 7,684,072

自己株式 △281 △324

株主資本合計 9,169,350 9,362,584

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,776 18,653

為替換算調整勘定 91,147 50,838

その他の包括利益累計額合計 100,924 69,492

新株予約権 7,066 7,066

非支配株主持分 12,921 5,806

純資産合計 9,290,262 9,444,950

負債純資産合計 14,324,741 15,023,799
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年６月１日
　至　2020年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年６月１日
　至　2021年２月28日)

売上高 26,312,188 24,664,631

売上原価 23,740,439 22,450,860

売上総利益 2,571,749 2,213,770

販売費及び一般管理費 1,846,146 1,667,096

営業利益 725,602 546,674

営業外収益

受取利息 10,125 6,997

受取配当金 2,434 2,005

仕入割引 32,780 32,639

受取家賃 30,658 28,620

助成金収入 － 27,459

その他 22,489 19,055

営業外収益合計 98,488 116,777

営業外費用

支払利息 33,084 17,041

売上割引 2,505 2,170

為替差損 34,033 49,461

デリバティブ評価損 5,514 21,268

その他 14,737 8,650

営業外費用合計 89,875 98,593

経常利益 734,215 564,858

税金等調整前四半期純利益 734,215 564,858

法人税、住民税及び事業税 202,862 194,428

法人税等調整額 34,131 25,079

法人税等合計 236,994 219,507

四半期純利益 497,221 345,351

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △3,526 △6,035

親会社株主に帰属する四半期純利益 500,748 351,386

（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）

- 5 -

ミタチ産業㈱　（3321）　2021年５月期　第３四半期決算短信



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年６月１日
　至　2020年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年６月１日
　至　2021年２月28日)

四半期純利益 497,221 345,351

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,351 8,877

為替換算調整勘定 △65,235 △41,388

その他の包括利益合計 △71,587 △32,510

四半期包括利益 425,634 312,840

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 429,486 319,954

非支配株主に係る四半期包括利益 △3,851 △7,114

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（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）

　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。

（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 17,835,356 8,476,832 26,312,188 - 26,312,188

セグメント間の内部売上高
又は振替高 512,002 726,739 1,238,741 △1,238,741 -

計 18,347,358 9,203,572 27,550,930 △1,238,741 26,312,188

セグメント利益 860,395 229,488 1,089,883 △364,280 725,602

（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 16,993,924 7,670,706 24,664,631 - 24,664,631

セグメント間の内部売上高
又は振替高 481,466 342,345 823,811 △823,811 -

計 17,475,390 8,013,052 25,488,442 △823,811 24,664,631

セグメント利益 729,818 148,759 878,577 △331,903 546,674

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年６月１日　至　2020年２月29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△364,280千円は、セグメント間取引消去9,384千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△373,665千円であります。

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　2020年６月１日　至　2021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

（注）１.セグメント利益の調整額△331,903千円は、セグメント間取引消去13,404千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△345,308千円であります。

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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22021年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2021年3月26日

上場会社名 ミタチ産業（株） 上場取引所 東名

コード番号 3321 URL https://www.mitachi.co.jp/

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 橘　和博

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理部門担当 （氏名） 飛田　直之 TEL 052-332-2596

四半期報告書提出予定日 2021年4月13日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

1. 2021年5月期第3四半期の連結業績（2020年6月1日～2021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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年5月期第3四半期 24,261 546 △24.7 564 △23.1 351 △29.8

2020年5月期第3四半期 26,312

△7.8

△8.7 725 △30.0 734 △32.2 500 △33.9

（注）包括利益 2021年5月期第3四半期　　312百万円 （△26.5％） 2020年5月期第3四半期　　425百万円 （△45.3％）

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

2021年5月期第3四半期 44.44 ―

2020年5月期第3四半期 63.34 ―

(2) 連結財政状態

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

2021年5月期第3四半期 15,417 9,444 61.2 1,193.11

2020年5月期 14,324 9,290 64.7 1,172.64

（参考）自己資本 2021年5月期第3四半期 9,432百万円 2020年5月期 9,270百万円

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

2020年5月期 ― 15.00 ― 10.00 25.00

2021年5月期 ― 10.00 ―

2021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. 2021年 5月期の連結業績予想（2020年 6月 1日～2021年 5月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 34,000 0.4 800 5.4 830 7.0 540 8.8 68.30

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

＜訂正後＞



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 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

(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） 2021年5月期3Q 7,906,000 株 2020年5月期 7,906,000 株

② 期末自己株式数 2021年5月期3Q 604 株 2020年5月期 534 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年5月期3Q 7,905,413 株 2020年5月期3Q 7,905,466 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、実際の成績は、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「１.当四半期決算に関する定性的情報（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。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策は継続されるなか、

社会活動のレベル引き上げが徐々に進んだものの、新規感染者が再び増加したことなどから、景気の先行きについ

ては引き続き不透明な状況が続いております。

　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は、車載機器関連の半導

体・電子部品の販売およびＥＭＳなどは、国内での受注の回復とあわせ、中国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。産業機器分野につきましては、ＩＴ関連の需要増加や、中国市場の需要回復など

により、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、海外での新型コロナウイルス感染症の拡大防

止策の影響による生産、受注減少などから、売上高は前年同期比で減収となりました。アミューズメント分野につ

きましては、規制等の影響による受注減少などから、前年同期比で減収となりました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高242億61百万円（前年同期比7.8％減）、営業利益

は５億46百万円（前年同期比24.7％減）、経常利益は５億64百万円（前年同期比23.1％減）となり、親会社株主

に帰属する四半期純利益は３億51百万円（前年同期比29.8％減）となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

①国内事業部門

車載機器関連の半導体・電子部品の受注は回復基調となり、産業機器関連の工作機械向け受注は、ＩＴ向け等の

需要増加により増加したものの、アミューズメント分野において、規制等の影響を受け売上高が減少したことなど

から、連結売上高は169億93百万円（前年同期比4.7％減）となりました。セグメント利益は７億29百万円（前年同

期比15.2％減）となりました。

②海外事業部門

中国の市場回復による地域的な売上高の増加はあったものの、アセアン地域での半導体・電子部品・ＥＭＳ関連

の受注減少により、連結売上高は72億67百万円（前年同期比14.3％減）となりました。セグメント利益は１億48

百万円（前年同期比35.2％減）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受取手形及び売掛金が16億13

百万円増加、たな卸資産が６億９百万円減少する一方、支払手形及び買掛金が10億94百万円増加、電子記録債務

が１億99百万円減少、短期借入金が１億69百万円減少、利益剰余金が１億93百万円増加しました。

　その結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産は154億17百万円となり、前連結会計年度末と比較して10億92

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

2021年５月期の連結業績予想につきましては、2021年３月19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
(2020年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,685,278 1,784,471

受取手形及び売掛金 3,881,086 5,494,370

電子記録債権 1,998,500 1,975,515

たな卸資産 4,221,454 3,611,848

その他 621,031 685,389

貸倒引当金 △32,256 △29,139

流動資産合計 12,375,095 13,522,454

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 251,229 246,545

機械装置及び運搬具（純額） 141,154 140,896

土地 519,622 519,622

リース資産（純額） 215,103 209,032

その他（純額） 22,087 20,426

有形固定資産合計 1,149,197 1,136,524

無形固定資産 212,919 174,244

投資その他の資産

投資有価証券 110,840 145,164

関係会社株式 50,000 26,178

その他 431,834 418,085

貸倒引当金 △5,144 △5,094

投資その他の資産合計 587,529 584,334

固定資産合計 1,949,646 1,895,102

資産合計 14,324,741 15,417,557

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
(2020年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,322,588 3,416,904

電子記録債務 1,142,409 943,215

短期借入金 789,589 620,229

未払法人税等 71,184 93,866

賞与引当金 81,905 50,154

役員賞与引当金 10,190 7,310

その他 263,854 413,396

流動負債合計 4,681,721 5,545,076

固定負債

リース債務 220,640 232,190

資産除去債務 30,282 30,556

その他 101,834 164,783

固定負債合計 352,757 427,530

負債合計 5,034,479 5,972,606

純資産の部

株主資本

資本金 818,105 818,105

資本剰余金 860,730 860,730

利益剰余金 7,490,794 7,684,072

自己株式 △281 △324

株主資本合計 9,169,350 9,362,584

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,776 18,653

為替換算調整勘定 91,147 50,838

その他の包括利益累計額合計 100,924 69,492

新株予約権 7,066 7,066

非支配株主持分 12,921 5,806

純資産合計 9,290,262 9,444,950

負債純資産合計 14,324,741 15,417,557
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年６月１日
　至　2020年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年６月１日
　至　2021年２月28日)

売上高 26,312,188 24,261,856

売上原価 23,740,439 22,048,085

売上総利益 2,571,749 2,213,770

販売費及び一般管理費 1,846,146 1,667,096

営業利益 725,602 546,674

営業外収益

受取利息 10,125 6,997

受取配当金 2,434 2,005

仕入割引 32,780 32,639

受取家賃 30,658 28,620

助成金収入 － 27,459

その他 22,489 19,055

営業外収益合計 98,488 116,777

営業外費用

支払利息 33,084 17,041

売上割引 2,505 2,170

為替差損 34,033 49,461

デリバティブ評価損 5,514 21,268

その他 14,737 8,650

営業外費用合計 89,875 98,593

経常利益 734,215 564,858

税金等調整前四半期純利益 734,215 564,858

法人税、住民税及び事業税 202,862 194,428

法人税等調整額 34,131 25,079

法人税等合計 236,994 219,507

四半期純利益 497,221 345,351

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △3,526 △6,035

親会社株主に帰属する四半期純利益 500,748 351,386

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年６月１日
　至　2020年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年６月１日
　至　2021年２月28日)

四半期純利益 497,221 345,351

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,351 8,877

為替換算調整勘定 △65,235 △41,388

その他の包括利益合計 △71,587 △32,510

四半期包括利益 425,634 312,840

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 429,486 319,954

非支配株主に係る四半期包括利益 △3,851 △7,114

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（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）

　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。

（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 17,835,356 8,476,832 26,312,188 - 26,312,188

セグメント間の内部売上高
又は振替高 512,002 726,739 1,238,741 △1,238,741 -

計 18,347,358 9,203,572 27,550,930 △1,238,741 26,312,188

セグメント利益 860,395 229,488 1,089,883 △364,280 725,602

（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 16,993,924 7,267,932 24,261,856 - 24,261,856

セグメント間の内部売上高
又は振替高 481,466 342,345 823,811 △823,811 -

計 17,475,390 7,610,277 25,085,668 △823,811 24,261,856

セグメント利益 729,818 148,759 878,577 △331,903 546,674

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年６月１日　至　2020年２月29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△364,280千円は、セグメント間取引消去9,384千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△373,665千円であります。

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　2020年６月１日　至　2021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

（注）１.セグメント利益の調整額△331,903千円は、セグメント間取引消去13,404千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△345,308千円であります。

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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