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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第１四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年６月30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 ％

28年３月期第１四半期 12,840 △3.6 △176 － △270 － △559 －

27年３月期第１四半期 13,325 △1.9 415 △58.9 406 △64.7 123 △95.7

(注) 包括利益 28年３月期第１四半期 △414 百万円 ( －％ ％) 27年３月期第１四半期 △77 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

28年３月期第１四半期 △25.01 －

27年３月期第１四半期 5.37 －
　

（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 ％ 百万円

28年３月期第１四半期 70,459 31,180 44.0 1,386.56

27年３月期 77,830 32,355 41.3 1,438.09

(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 30,988百万円 27年３月期 32,139百万円
　
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

27年３月期 － － － 34.00 34.00

28年３月期 －

28年３月期(予想) － － － －
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

当社は、配当方針に基づき期末日を基準日として年１回の配当を実施しております。配当金額については、中期的な経
営状況の見通しを考慮の上、連結当期純利益の30％以上に相当する額を配当金総額として決定しております。現在、具
体的な配当予想額は未定のため、年間配当金合計の予想を「－」と表記しております。
　
３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３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) 32,000 4.9 100 △94.4 0 △100.0 △600 － △26.85

通期 70,000 9.0 3,200 △34.6 3,000 △11.8 1,000 △20.1 44.74
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 有

(注)詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

（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 ： 有

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P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」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) 28年３月期１Ｑ 24,038,400株 27年３月期 24,038,400株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ 1,689,450株 27年３月期 1,689,450株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 22,348,950株 27年３月期１Ｑ 22,924,508株

　

※ 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連結財務諸表のレビュー手続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予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び本資料の

発表日現在において合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束するものではあり

ません。実際の業績等は今後の様々な要因によって予想と大きく異なる可能性があります。

（四半期決算補足説明資料の入手方法）

四半期決算説明資料については、四半期決算短信開示後速やかに当社ホームページに掲載いたします。
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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電子機器業界においては、民生用電子機器の需要は減少したものの、電子部

品・デバイス及び産業用電子機器の需要が増加した結果、電子機器業界全体の市場は前年同期比増という状況で推

移いたしました。

ＡＳＩＣにおいては、主にゲーム機器、デジタルカメラ、事務機器、液晶パネル、通信機器などの各分野におけ

る国内外の有力顧客に向け、顧客の機器・サービスのアプリケーションに最適なソリューションを提供しておりま

す。その競争力は、顧客のアプリケーションに関する深い理解と独自のコア技術を基に、アルゴリズム・アーキテ

クチャの開発から性能・コスト競争力に優れたシステムＬＳＩの開発・供給を、上流の論理設計から下流の物理設

計、製造オペレーション、品質保証に至るまで一貫したサポート体制で提供できることにあります。

ＡＳＳＰにおいては、国内外の市場環境の変化に適応しつつ、IoT時代の到来により更なる成長を図るため、成長

機器市場の有力グローバル企業に向けたビジネスを立ち上げ、事業ポートフォリオの再構築に取り組んでおります。

そのための施策として、IoT分野の製品を中心にプラットフォームを構成する製品の拡充を図るとともに、成長機器

市場における有力グローバル企業とのビジネス関係をさらに拡大するため、グローバルに通用する人材の育成を図

り、事業並びに収益構造の転換を積極的に進めております。

当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、ゲームソフトウェア格納用ＬＳＩ（カスタムメモリ）及び液

晶パネル向けＬＳＩの需要は低下したものの、前年度に新たに獲得したSmart Connectivity（DisplayPort）製品及

びMEMSタイミングデバイス製品の需要が業績に寄与し、売上高は128億４千万円（前年同四半期比3.6％減）となり

ました。また、積極的に投資を行った海外企業の買収に伴うのれん及び無形固定資産の償却費が８億１百万円発生

したことにより、営業損失が１億７千６百万円（前年同四半期は４億１千５百万円の利益）、経常損失が２億７千万

円（前年同四半期は４億６百万円の利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失が５億５千９百万円（前年同四半期

は１億２千３百万円の利益）となりました。

なお、当第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。

当社グループは単一の事業セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。

　

（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704億５千９百万円（前連結会計年度比73億７千１百万円の減少）

となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、現金及び預金が25億２千６百万円、受取手形及び売掛

金が46億１百万円それぞれ減少しております。

負債合計は392億７千８百万円（同61億９千６百万円の減少）となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較

すると、短期借入金が17億７千７百万円、１年内返済予定の長期借入金が７億８百万円、流動負債のその他が18億

２千５百万円それぞれ減少しております。

純資産は311億８千万円（同11億７千４百万円の減少）となりました。この結果、自己資本比率は44.0％（同2.7

ポイントの上昇）となりました。

　

当第１四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、105億３千６百万円とな

り、前連結会計年度に比べ24億９千２百万円の減少（前年同四半期は５億６千５百万円の減少）となりました。当

第１四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・フローは、33億９千５百万円の資金の獲得（前年同四半期は31億７千１百万円の資

金の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が２億４千３百万円（前年同四半期は４億７百

万円の利益）となり、その他の負債が７億６千万円の減少となった一方で、売上債権が46億８千３百万円の減少と

な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・フローは、21億４千２百万円の資金の使用（前年同四半期は９億２千５百万円の資

金の使用）となりました。これは主に、長期前払費用の取得による支出が10億２千３百万円、無形固定資産の取得

による支出が３億９千５百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フロー

と投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、12億５千３百万円の資金の獲得

（前年同四半期は22億４千６百万円の資金の獲得）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、37億４千４百万円の資金の使用（前年同四半期は27億３千８百万円の資

金の使用）となりました。これは短期借入金の純増減額が18億円の減少となり、長期借入金の返済による支出が12

億８百万円、配当金の支払額が７億３千５百万円あっ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

平成27年５月13日に公表いたしました「平成27年３月期決算短信[日本基準]（連結）」に記載の平成28年３月期の

連結業績予想から変更ありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

税金費用については、連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫

定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結

財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非

支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間

及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)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時点か

ら将来にわたって適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

(たな卸資産の評価方法の変更)

当社における、たな卸資産（仕掛品を除く）の評価方法は、従来より、主として総平均法又は先入先出法によ

る原価法を採用しておりましたが、新基幹システムの導入を機に、より適切な評価額の算定、業務の効率化等の

観点から評価方法の見直しを行った結果、当第１四半期連結会計期間より、主として移動平均法又は先入先出法

による原価法に変更しております。

なお、当該変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
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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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,182,156 10,655,296

受取手形及び売掛金 17,046,826 12,445,438

商品及び製品 2,087,683 1,942,702

仕掛品 2,707,564 2,155,402

原材料及び貯蔵品 671,070 1,478,924

繰延税金資産 2,054,508 2,083,775

その他 1,281,288 1,421,940

貸倒引当金 △132,297 △123,424

流動資産合計 38,898,799 32,060,055

固定資産

有形固定資産

建物 3,942,161 3,941,047

減価償却累計額 △2,916,510 △2,936,502

建物（純額） 1,025,651 1,004,544

その他 7,794,375 7,970,644

減価償却累計額 △6,611,714 △6,630,777

その他（純額） 1,182,660 1,339,866

有形固定資産合計 2,208,311 2,344,411

無形固定資産

のれん 19,498,248 18,985,189

技術資産 6,979,823 6,756,462

その他 1,784,269 1,897,890

無形固定資産合計 28,262,342 27,639,541

投資その他の資産

投資有価証券 1,808,949 1,921,547

長期前払費用 3,516,785 3,365,072

繰延税金資産 1,608,390 1,625,753

その他 1,527,201 1,514,313

貸倒引当金 － △11,508

投資その他の資産合計 8,461,326 8,415,178

固定資産合計 38,931,980 38,399,131

資産合計 77,830,780 70,459,187
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,201,778 4,862,228

短期借入金 11,701,700 9,924,500

1年内返済予定の長期借入金 3,416,670 2,708,337

未払法人税等 253,972 401,247

賞与引当金 691,459 197,840

工事損失引当金 291,442 111,253

その他の引当金 － 22,749

繰延税金負債 304,465 227,265

その他 7,321,424 5,495,522

流動負債合計 29,182,912 23,950,942

固定負債

長期借入金 12,000,000 11,500,000

繰延税金負債 2,873,912 2,765,912

その他 1,418,615 1,061,834

固定負債合計 16,292,527 15,327,747

負債合計 45,475,440 39,278,690

純資産の部

株主資本

資本金 4,840,313 4,840,313

資本剰余金 6,181,300 6,181,300

利益剰余金 21,754,605 20,435,706

自己株式 △2,318,962 △2,318,962

株主資本合計 30,457,256 29,138,357

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △75,807 46,377

為替換算調整勘定 1,758,447 1,803,514

その他の包括利益累計額合計 1,682,640 1,849,891

非支配株主持分 215,442 192,247

純資産合計 32,355,339 31,180,496

負債純資産合計 77,830,780 70,459,187
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 13,325,754 12,840,069

売上原価 9,806,730 8,878,131

売上総利益 3,519,023 3,961,937

販売費及び一般管理費 3,103,124 4,138,863

営業利益又は営業損失（△） 415,899 △176,925

営業外収益

受取利息 1,880 2,954

受取配当金 475 －

未払配当金除斥益 4,297 －

雑収入 6,655 2,439

営業外収益合計 13,308 5,394

営業外費用

支払利息 8,865 40,170

為替差損 4,722 52,521

雑損失 8,929 6,596

営業外費用合計 22,517 99,288

経常利益又は経常損失（△） 406,690 △270,819

特別利益

固定資産売却益 509 －

投資有価証券売却益 － 59,647

特別利益合計 509 59,647

特別損失

固定資産除却損 117 32,323

特別損失合計 117 32,323

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（△）

407,083 △243,496

法人税等 283,986 342,043

四半期純利益又は四半期純損失（△） 123,096 △585,539

（内訳）

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（△）

123,096 △559,035

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － △26,504

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △53,040 122,184

為替換算調整勘定 △147,936 48,376

その他の包括利益合計 △200,976 170,561

四半期包括利益 △77,879 △414,978

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △77,879 △391,783

非支配株主に係る四半期包括利益 － △23,195
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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１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６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（△）

407,083 △243,496

減価償却費 142,791 531,527

のれん償却額 － 495,687

長期前払費用償却額 256,866 294,901

賞与引当金の増減額（△は減少） △346,782 △493,619

工事損失引当金の増減額（△は減少） △48,575 △180,189

受取利息及び受取配当金 △2,355 △2,954

支払利息 8,865 40,170

投資有価証券売却損益（△は益） － △59,647

売上債権の増減額（△は増加） 975,240 4,683,339

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,038,138 △90,690

仕入債務の増減額（△は減少） 121,232 △368,827

その他の資産の増減額（△は増加） 176,880 △88,023

その他の負債の増減額（△は減少） 562,355 △760,283

その他 27,811 76,055

小計 3,319,552 3,833,951

利息及び配当金の受取額 2,355 2,289

利息の支払額 △9,417 △38,587

法人税等の還付額 － 50

法人税等の支払額 △141,229 △401,794

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,171,260 3,395,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 39,714

有形固定資産の取得による支出 △128,343 △290,871

無形固定資産の取得による支出 △68,311 △395,713

投資有価証券の売却による収入 － 65,517

長期前払費用の取得による支出 △499,731 △1,023,063

貸付けによる支出 △3,770 △13,956

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入

86,622 －

その他 △311,506 △524,507

投資活動によるキャッシュ・フロー △925,041 △2,142,880

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） － △1,800,000

長期借入金の返済による支出 △708,333 △1,208,333

自己株式の取得による支出 △1,262,987 －

配当金の支払額 △767,202 △735,930

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,738,523 △3,744,263

現金及び現金同等物に係る換算差額 △73,039 △918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △565,344 △2,492,153

現金及び現金同等物の期首残高 10,440,669 13,028,308

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,875,325 10,536,154
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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。
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