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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 11,314 5.4 790 31.5 837 23.3 346 △10.2
25年3月期第2四半期 10,733 △18.1 601 △32.6 679 △29.9 385 △26.7

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 347百万円 （5.1％） 25年3月期第2四半期 330百万円 （△37.9％）

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

26年3月期第2四半期 19.77 19.38
25年3月期第2四半期 22.05 21.70

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 26,895 22,926 83.7
25年3月期 26,527 22,683 84.0
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  22,517百万円 25年3月期  22,288百万円

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

25年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
26年3月期 ― 7.00
26年3月期（予想） ― 7.00 14.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3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 23,000 11.9 1,100 44.5 1,200 30.6 450 △13.9 25.66



(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記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当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「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。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
四半期決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載する予定です。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 18,218,901 株 25年3月期 18,218,901 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 653,459 株 25年3月期 715,359 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 17,533,646 株 25年3月期2Q 17,503,572 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、政府による経済対策や日銀の金融政策を背景に円高の是正や株価

の上昇が進み、雇用や所得環境の一部にも改善の兆しが見られるなど景気回復への期待感が高まっております

が、全体としては実体経済の改善までに至っておりません。さらに、円安による物価上昇や来春の消費税増税に

よる消費減退に加え、新興国経済の下振れリスクも懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況が続いてお

ります。 

当社グループが参画いたします先端エレクトロニクス業界におきましては、低調が続いていた薄型テレビやパ

ソコン等の民生機器関連では一部回復の兆しが見えるものの、本格化には至っておらず、一方、スマートフォン

やタブレット端末等のモバイルコンピューティング関連、電子部品関連は好調に推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループにおける当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高113億

14百万円（前年同期比5.4％増）、営業利益７億90百万円（同31.5％増）、経常利益８億37百万円（同23.3％

増）、四半期純利益３億46百万円（同10.2％減）となりました。 

  

報告セグメント別の業績は次のとおりであります。 

なお、第１四半期連結会計期間より、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を変更したため、前年同四半

期比較にあたっては前第２四半期連結累計期間分を変更後の算定方法により組み替えて行っております。  

 詳細は、「２．四半期連結財務諸表 （４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報等）」に記

載のとおりであります。 

〔半導体設計事業〕 

半導体設計事業は、高付加価値製商品及びサービスの提供、仕入先・顧客など取引先との関係強化及び新規開

拓を行うなど積極的な営業活動に努めてまいりました。主力商品の半導体設計用（ＥＤＡ）ソフトウェアは、他

社製品からの移行及び長期契約の更新が順調に進んだことなどにより好調に推移いたしました。自社製テストシ

ステムは、海外向けは前年同期には及ばなかったものの、国内半導体メーカーにおきましては、需要回復の兆し

が見え始め、売上に大きく貢献いたしました。また、三栄ハイテックス株式会社のＬＳＩ設計受託ビジネスも堅

調に推移いたしました。  

その結果、当事業の売上高は71億76百万円（同28.6％増）、セグメント利益は13億94百万円（同79.2％増）と

なりました。 

   

〔電子部品事業〕 

電子部品事業は、デジタル家電やＯＡ・ＦＡ市場の既存顧客を中心に当社のエンジニアリング力を活かし、高

付加価値製商品及びサービスの提供、新規アプリケーションの開拓に注力してまいりました。ハードディスク部

門は、ＯＡ・ＦＡ市場の低迷により、前年同期比で売上高が大きく落込みました。デバイス部門は、レーザーダ

イオードドライバは価格競争の激化により売上高が減少したものの、ＭＦＰ向けマイクロプロセッサー、高画質

デジタル機器対応チップは需要増に伴い堅調に推移いたしました。また、アイティアクセス株式会社は、受託開

発が開発効率向上により好調に推移したものの、組み込みソフトウェアのライセンス販売の落込みにより前年同

期実績を下回りました。 

その結果、当事業の売上高は41億38百万円（同19.7％減）、セグメント損失は１億74百万円（前年同期はセグ

メント利益１億９百万円）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、268億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億68百万円増加し

ております。これは主に、現金及び預金が減少したものの受取手形及び売掛金や有価証券、商品及び製品が増加

したことなどによるものであります。 

一方、負債は39億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億24百万円増加しております。これは主に、買

掛金が減少したものの未払法人税等や賞与引当金が増加したことなどによるものであります。 

純資産は229億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億43百万円増加しております。これは主に、四半期

純利益を計上したためであります。この結果、自己資本比率は83.7％となり、前連結会計年度末に比べ0.3ポイン

ト低下しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、14億56百万円の減少

（前年同期は８億59百万円の減少）となりました。これは、営業活動によって９億63百万円、投資活動によって

４億２百万円、財務活動によって１億28百万円を使用したためであります。 

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増減要因は、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の営業活動の結果使用した資金は、９億63百万円（前年同期比281.3％増）となりま

した。これは主に、税金等調整前四半期純利益を６億22百万円計上したものの、売上債権の増加10億76百万円、

仕入債務の減少６億69百万円、たな卸資産及び前渡金の増加８億27百万円などがあっ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の投資活動の結果使用した資金は、４億２百万円（同13.8％減）となりました。こ

れは主に、保険積立金の積立に96百万円、投資有価証券の取得に１億87百万円、長期前払費用の取得に63百万円

を支出したことなど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の財務活動の結果使用した資金は、１億28百万円（同13.2％減）となりました。こ

れは主に、配当金の支払いに１億21百万円を支出したことなどによるものであります。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年８月７日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

（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。 

なお、特定子会社の異動には該当しませんが、当第２四半期連結会計期間より、ウインクエフエックス株式会

社は重要性が増加したため、持分法適用の範囲に含めております。 

  

（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。 

  

２．サマリー情報（注記事項）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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,902,539 2,946,478

受取手形及び売掛金 6,346,203 7,559,434

有価証券 － 499,791

商品及び製品 1,163,110 1,586,602

その他 1,962,753 2,099,572

貸倒引当金 △1,302 △22,618

流動資産合計 14,373,305 14,669,261

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,698,072 7,714,415

減価償却累計額 △3,596,369 △3,661,851

建物及び構築物（純額） 4,101,703 4,052,563

土地 5,668,131 5,668,131

その他 799,480 822,889

減価償却累計額 △545,627 △561,963

その他（純額） 253,852 260,925

有形固定資産合計 10,023,687 9,981,620

無形固定資産   

のれん 134,620 111,501

その他 140,668 144,080

無形固定資産合計 275,289 255,581

投資その他の資産   

投資有価証券 1,106,845 984,813

その他 755,974 1,063,379

貸倒引当金 △7,697 △59,174

投資その他の資産合計 1,855,122 1,989,018

固定資産合計 12,154,098 12,226,221

資産合計 26,527,404 26,895,482
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,265,754 747,213

未払法人税等 167,401 454,768

賞与引当金 30,597 114,239

役員賞与引当金 － 6,370

その他 1,911,176 2,194,369

流動負債合計 3,374,930 3,516,960

固定負債   

退職給付引当金 234,936 222,186

役員退職慰労引当金 58,770 64,502

その他 175,578 164,982

固定負債合計 469,284 451,671

負債合計 3,844,215 3,968,632

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,517,159 10,517,159

資本剰余金 7,320,858 7,323,460

利益剰余金 4,672,896 4,876,334

自己株式 △283,010 △258,521

株主資本合計 22,227,903 22,458,432

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 53,372 76,832

繰延ヘッジ損益 △5,497 6,047

為替換算調整勘定 12,947 △23,871

その他の包括利益累計額合計 60,822 59,009

新株予約権 183,089 195,322

少数株主持分 211,373 214,085

純資産合計 22,683,189 22,926,849

負債純資産合計 26,527,404 26,895,482
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 10,733,413 11,314,861

売上原価 7,727,752 8,034,912

売上総利益 3,005,660 3,279,949

販売費及び一般管理費 2,404,325 2,489,151

営業利益 601,335 790,797

営業外収益   

不動産賃貸料 213,918 224,351

その他 39,797 55,252

営業外収益合計 253,716 279,603

営業外費用   

不動産賃貸費用 162,863 165,383

持分法による投資損失 8,952 55,578

その他 3,955 11,903

営業外費用合計 175,772 232,865

経常利益 679,279 837,536

特別利益   

新株予約権戻入益 － 964

投資有価証券売却益 － 259

特別利益合計 － 1,223

特別損失   

投資有価証券評価損 － 216,264

特別損失合計 － 216,264

税金等調整前四半期純利益 679,279 622,494

法人税等 286,706 273,213

少数株主損益調整前四半期純利益 392,572 349,281

少数株主利益 6,656 2,712

四半期純利益 385,915 346,569
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（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 392,572 349,281

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △67,557 23,459

繰延ヘッジ損益 27,054 11,545

為替換算調整勘定 △21,396 △36,818

その他の包括利益合計 △61,899 △1,813

四半期包括利益 330,672 347,468

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 324,016 344,756

少数株主に係る四半期包括利益 6,656 2,712
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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 679,279 622,494

減価償却費 166,910 158,523

のれん償却額 17,099 23,119

貸倒引当金の増減額（△は減少） △256 71,850

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,118 83,641

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,898 △12,750

受取利息及び受取配当金 △4,933 △6,497

持分法による投資損益（△は益） 8,952 55,578

投資有価証券評価損益（△は益） － 216,264

売上債権の増減額（△は増加） 1,451,560 △1,076,909

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） △2,950,466 △827,980

仕入債務の増減額（△は減少） 535,231 △669,851

前受金の増減額（△は減少） 515,244 373,079

その他 △275,252 △95,664

小計 226,385 △1,085,100

利息及び配当金の受取額 4,252 5,532

利息の支払額 △278 △184

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △483,137 116,002

営業活動によるキャッシュ・フロー △252,776 △963,749

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 △500,000 △500,000

定期預金の払戻による収入 500,000 500,000

有形固定資産の取得による支出 △36,688 △34,503

無形固定資産の取得による支出 △27,425 △24,557

長期前払費用の取得による支出 △58,880 △63,745

投資有価証券の取得による支出 △120,300 △187,079

投資有価証券の売却による収入 26,801 259

保険積立金の積立による支出 △141,789 △96,083

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△116,760 －

その他 7,354 2,722

投資活動によるキャッシュ・フロー △467,687 △402,987

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △121,580 △121,590

その他 △26,065 △6,561

財務活動によるキャッシュ・フロー △147,645 △128,151

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,698 38,618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △859,410 △1,456,270

現金及び現金同等物の期首残高 2,970,444 4,402,539

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,111,033 2,946,269

2013/11/07 15:31:39

- 8 -



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。     

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30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  

（注）１．セグメント利益の調整額△286,042千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△286,224千円

及び棚卸資産の調整額182千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。 

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。  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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．セグメント利益又は損失（△）の調整額△429,723千円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△433,527千円及び棚卸資産の調整額3,803千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費であります。 

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利益と調整を行っております。  

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （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 

半導体設計事業 電子部品事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高 5,580,762 5,152,650 10,733,413  － 10,733,413

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － －  － －

計 5,580,762 5,152,650 10,733,413  － 10,733,413

セグメント利益 778,288 109,088 887,377  △286,042 601,335

  （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 

半導体設計事業 電子部品事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高 7,176,552 4,138,309 11,314,861  － 11,314,861

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － －  － －

計 7,176,552 4,138,309 11,314,861  － 11,314,861

セグメント利益又は損

失（△） 
1,394,625 △174,104 1,220,521  △429,723 790,797
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結会計期間より、各報告セグメントの業況をより適切に把握するため、販売費及び一般管理費の配

賦方法の見直しを行い、従来、各報告セグメントに配賦していた管理費用の一部を各報告セグメントに配賦せず調

整額に含めることとしております。 

なお、前第２四半期連結累計期間に係る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は、

変更後の算定方法に基づき作成したものを開示しております。   
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