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(百万円未満切捨て)

１．2022年５月期第１四半期の連結業績（2021年６月１日～2021年８月31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 ％

2022年５月期第１四半期 31,129 28.8 511 － 616 － 419 －

2021年５月期第１四半期 24,173 △13.8 △94 － △68 － △274 －
(注)包括利益 2022年５月期第１四半期 412百万円( －％) 2021年５月期第１四半期 △354百万円( －％)
　

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

2022年５月期第１四半期 25.49 －

2021年５月期第１四半期 △16.70 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年５月期第１四半期 69,233 30,419 43.6

2021年５月期 63,216 30,372 47.8
(参考) 自己資本 2022年５月期第１四半期 30,197百万円 2021年５月期 30,224百万円
　

　

　

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

2021年５月期 － 12.00 － 18.00 30.00

2022年５月期 －

2022年５月期(予想) 18.00 － 20.00 38.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2022年５月期の連結業績予想（2021年６月１日～2022年５月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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) 63,000 21.9 850 200.4 950 201.9 750 － 45.58

通期 116,500 10.1 1,450 61.2 1,650 44.8 1,200 130.5 72.93
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 有

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
　

(注) 詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事
項（会計方針の変更）」をご覧ください。

　

（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) 2022年５月期１Ｑ 17,946,826株 2021年５月期 17,946,826株

② 期末自己株式数 2022年５月期１Ｑ 1,491,978株 2021年５月期 1,491,810株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年５月期１Ｑ 16,454,974株 2021年５月期１Ｑ 16,455,031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
　本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染再拡大による事業活動の制限が

長期化しており、感染症対策により一部で回復の動きが見られるものの、全般的な経済活動の持ち直し時期は見

通せない状況にあります。

このような環境の中、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は新型コロナウイルス感染拡

大の影響はあったものの、主に半導体・電子部品市場の拡大により311億29百万円（前年同期比28.8％増）となり

ました。利益面につきましては、営業利益は売上増に伴う荷造運送費の増加等による販売費及び一般管理費の増

加はあったものの、売上増や粗利率改善に伴う売上総利益の増加により5億11百万円（前年同期は94百万円の損

失）、経常利益は受取補償金の計上等により6億16百万円（前年同期は68百万円の損失）、親会社株主に帰属する

四半期純利益は前年同期に計上した事業構造改善費用がなくなったことにより4億19百万円（前年同期は2億74百

万円の損失）となりました。

　

　セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①デバイスソリューション事業

　事務機器用半導体の販売減はあったものの、リモートワーク需要の拡大によるノートＰＣ用電子部品および車

載向け外資系半導体等の販売増や調達マネジメント事業の拡大により、売上高は257億87百万円（前年同期比31.1

％増）、セグメント利益は5億99百万円（前年同期は0百万円の損失）となりました。

②システムソリューション事業

　新聞製作システム用ＣＴＰ装置等の販売減はあったものの、半導体製造装置用制御機器等の販売増など産業イ

ンフラ向けの回復により売上高は53億42百万円（前年同期比18.7％増）、セグメント損失は自社製品事業拡大の

ための人的リソース投入により87百万円（前年同期は98百万円の損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、692億33百万円（前連結会計年度末632億16百万円）となり、

60億17百万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加（28億84百万円）、商品及び製品の増

加（27億80百万円）によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末における負債は、388億14百万円（前連結会計年度末328億44百万円）となり、59

億70百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加（34億21百万円）、短期借入金の増加

（18億83百万円）によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、304億19百万円（前連結会計年度末303億72百万円）となり、

46百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金の増加（53百万円）によるものであります。なお、自己資

本比率は、前連結会計年度末の47.8％から43.6％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年５月期の第２四半期（累計）連結業績予想につきましては、デバイスソリューション事業において、車

載向けおよびリモートワーク需要拡大による電子部品等の販売や調達マネジメント事業の拡大が当初予想を上回

る見込みとなりました。

　通期の連結業績予想につきましては、第２四半期（累計）連結業績予想数値を反映しておりますが、第３四半

期以降の業績については新型コロナウイルス感染再拡大の影響や半導体を中心とした供給不足による影響を合理

的に算定することが困難であることから、2021年７月13日に公表した予想数値を据え置いております。修正の必

要が生じた場合には速やかに公表することといたします。

　詳細につきましては、本日公表いたしました、「2022年５月期 第２四半期（累計）及び通期の連結業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,403 10,078

受取手形及び売掛金 28,969 31,853

商品及び製品 10,098 12,879

仕掛品 200 255

原材料及び貯蔵品 1,207 1,300

その他 2,499 2,103

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 52,378 58,469

固定資産

有形固定資産 4,155 4,173

無形固定資産 1,835 1,803

投資その他の資産

その他 5,548 5,488

貸倒引当金 △700 △701

投資その他の資産合計 4,847 4,787

固定資産合計 10,838 10,764

資産合計 63,216 69,233

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,517 20,939

短期借入金 6,393 8,277

1年内返済予定の長期借入金 900 900

1年内償還予定の社債 1,000 1,000

未払法人税等 222 59

その他 3,335 4,155

流動負債合計 29,369 35,331

固定負債

長期借入金 1,000 1,000

退職給付に係る負債 1,353 1,377

その他 1,121 1,105

固定負債合計 3,475 3,483

負債合計 32,844 38,814
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,611 2,611

資本剰余金 3,615 3,558

利益剰余金 23,947 24,000

自己株式 △1,724 △1,724

株主資本合計 28,449 28,445

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,758 1,773

繰延ヘッジ損益 △0 －

土地再評価差額金 58 58

為替換算調整勘定 △41 △81

その他の包括利益累計額合計 1,775 1,751

非支配株主持分 147 222

純資産合計 30,372 30,419

負債純資産合計 63,216 69,233
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年６月１日
　至 2020年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
　至 2021年８月31日)

売上高 24,173 31,129

売上原価 22,286 28,506

売上総利益 1,887 2,622

販売費及び一般管理費 1,981 2,111

営業利益又は営業損失（△） △94 511

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 33 35

受取補償金 0 88

その他 38 28

営業外収益合計 73 153

営業外費用

支払利息 19 18

為替差損 15 15

その他 12 13

営業外費用合計 46 48

経常利益又は経常損失（△） △68 616

特別損失

事業構造改善費用 132 －

その他 5 －

特別損失合計 137 －

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（△）

△205 616

法人税、住民税及び事業税 34 58

法人税等調整額 35 120

法人税等合計 69 179

四半期純利益又は四半期純損失（△） △275 436

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（△）

△0 17

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△274 419

　



佐鳥電機株式会社(7420) 2022年５月期 第１四半期決算短信

6

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：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年６月１日
　至 2020年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
　至 2021年８月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △275 436

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4 15

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △83 △39

その他の包括利益合計 △79 △24

四半期包括利益 △354 412

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △353 395

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 17
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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。

（会計方針の変更）

１．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。）

等を当第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。

これにより、商品の販売について、従来は主に出荷時に収益を認識しておりましたが、着荷時に収益を認識する

方法に変更しております。また、代理人として行われる取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収

益として認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。

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、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は185百万円増加、売上原価は126百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ59百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は69百

万円減少しております。

２．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。）等を当第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しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影

響はありません。
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（セグメント情報等）

　Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2020年６月１日 至 2020年８月31日)

　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：百万円)

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
デバイス

ソリューション
事業

システム
ソリューション

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 19,671 4,502 24,173 － 24,173

セグメント間の内部売上高
又は振替高

52 30 82 △82 －

計 19,723 4,532 24,256 △82 24,173

セグメント損失（△） △0 △98 △98 3 △94

(注) １．セグメント損失（△）の調整額3百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

２．セグメント損失（△）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。

　Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2021年６月１日 至 2021年８月31日)

　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：百万円)

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
デバイス

ソリューション
事業

システム
ソリューション

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 25,787 5,342 31,129 － 31,129

セグメント間の内部売上高
又は振替高

49 35 84 △84 －

計 25,836 5,377 31,214 △84 31,129

セグメント利益又は損失（△） 599 △87 511 △0 511

(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額△0百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

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利益と調整を行っております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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３．その他

（１）製品及びサービスごとの情報

前第１四半期連結累計期間(自 2020年６月１日 至 2020年８月31日)

(単位：百万円)

半導体 一般電子部品 電子機器 製品 合計

外部顧客への売上高 7,770 10,543 4,952 907 24,173

　

当第１四半期連結累計期間(自 2021年６月１日 至 2021年８月31日)

(単位：百万円)

半導体 一般電子部品 電子機器 製品 合計

外部顧客への売上高 11,369 13,102 5,130 1,528 31,129

（２）地域別売上高

前第１四半期連結累計期間(自 2020年６月１日 至 2020年８月31日)

(単位：百万円)

日本

海外

合計

中国 台湾 その他アジア その他 計

11,828 7,541 384 3,482 937 12,345 24,173

(注) １．売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

２．「中国」の区分は、香港を含んでおります。

　

当第１四半期連結累計期間(自 2021年６月１日 至 2021年８月31日)

(単位：百万円)

日本

海外

合計

中国 台湾 その他アジア その他 計

14,136 10,734 1,292 3,456 1,509 16,993 31,129

(注) １．売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

２．「中国」の区分は、香港を含んでおります。

　


