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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年９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２四半期 28,781 △5.6 100 △94.4 347 △75.3 △367 －

27年３月期第２四半期 30,492 △2.7 1,786 △28.1 1,406 △46.3 674 △82.3

(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 △274 百万円 ( － ％) 27年３月期第２四半期 1,030 百万円 (△75.4 ％)
　

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２四半期 △16.42 －

27年３月期第２四半期 29.80 －
　

（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 ％

28年３月期第２四半期 73,874 31,321 42.2 1,393.89

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２四半期 31,151 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、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 62,000 △3.5 2,000 △59.1 1,800 △47.1 200 △84.0 8.95
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 22,348,950株 27年３月期２Ｑ 22,635,156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２四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２四半期連結累計期間の業績につきましては、中長期の新たな成長分野として取り組みを進めているＡＳＳ

ＰのSmart Connectivity（DisplayPort）製品及びMEMSタイミングデバイス製品の需要が寄与したものの、これまで

の既存分野である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の需要が低下し

たことにより、売上高は287億８千１百万円（前年同四半期比5.6％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16億円発生したことにより、営業利益は１億円（同

94.4％減）、経常利益は３億４千７百万円（同75.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純損失は３億６千７百万円

（前年同四半期は６億７千４百万円の利益）となりました。

なお、第１四半期連結会計期間より、「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２四半期連結会計期間末における総資産は738億７千４百万円（前連結会計年度比39億５千６百万円の減少）

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、現金及び預金が28億３千８百万円、受取手形及び売掛

金が４億４千万円、のれんが７億２千３百万円それぞれ減少しております。

負債合計は425億５千２百万円（同29億２千２百万円の減少）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、支払手形及び買掛金が10億４千７百万円、長期借入金が20億円それぞれ増加した一方で、１年内返済予定

の長期借入金が14億１千６百万円、流動負債のその他が43億７千７百万円それぞれ減少しております。

純資産は313億２千１百万円（同10億３千３百万円の減少）となりました。この結果、自己資本比率は42.2％（同

0.9ポイントの上昇）となりました。

　

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、102億３千４百万円とな

り、前連結会計年度に比べ27億９千３百万円の減少（前年同四半期は18億７千７百万円の増加）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、１億６千万円の資金の獲得（前年同四半期は38億７千８百万円の資金の

獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が３億７千４百万円（前年同四半期比73.0％減）と

なり、減価償却費が10億５千１百万円、のれん償却額が10億６百万円、仕入債務が11億９千９百万円の増加となっ

た一方で、その他の負債が32億８千１百万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、30億３千５百万円の資金の使用（前年同四半期は26億９千６百万円の資

金の使用）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が５億５千４百万円、無形固定資産の取得

による支出が８億８千６百万円、長期前払費用の取得による支出が11億６千４百万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、28億７千４百万円の資金の使用（前年同四半期は11億８千１百万円の資金の獲得）となりま

した。

財務活動によるキャッシュ・フローは、２千６百万円の資金の獲得（前年同四半期は５億３千万円の資金の獲得）

となりました。これは主に、長期借入による収入が30億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が24億１千

６百万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

の通期連結業績予想値の修正につきましては、本日公表の「第２四半期業績予想と実績との差異及び通期業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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２．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、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２四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、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、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、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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,182,156 10,343,712

受取手形及び売掛金 17,046,826 16,606,400

商品及び製品 2,087,683 2,020,774

仕掛品 2,707,564 2,810,988

原材料及び貯蔵品 671,070 1,030,596

繰延税金資産 2,054,508 2,044,072

その他 1,281,288 1,095,730

貸倒引当金 △132,297 △4,818

流動資産合計 38,898,799 35,947,456

固定資産

有形固定資産

建物 3,942,161 3,937,834

減価償却累計額 △2,916,510 △2,957,676

建物（純額） 1,025,651 980,157

その他 7,794,375 8,170,344

減価償却累計額 △6,611,714 △6,685,403

その他（純額） 1,182,660 1,484,941

有形固定資産合計 2,208,311 2,465,098

無形固定資産

のれん 19,498,248 18,774,443

技術資産 6,979,823 6,647,728

その他 1,784,269 2,235,100

無形固定資産合計 28,262,342 27,657,272

投資その他の資産

投資有価証券 1,808,949 1,556,495

長期前払費用 3,516,785 3,242,739

繰延税金資産 1,608,390 1,638,484

その他 1,527,201 1,378,096

貸倒引当金 － △11,508

投資その他の資産合計 8,461,326 7,804,308

固定資産合計 38,931,980 37,926,679

資産合計 77,830,780 73,874,135
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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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,201,778 6,249,720

短期借入金 11,701,700 11,899,600

1年内返済予定の長期借入金 3,416,670 2,000,000

未払法人税等 253,972 934,884

賞与引当金 691,459 502,423

工事損失引当金 291,442 31,544

その他の引当金 － 49,498

繰延税金負債 304,465 153,712

その他 7,321,424 2,944,324

流動負債合計 29,182,912 24,765,707

固定負債

長期借入金 12,000,000 14,000,000

繰延税金負債 2,873,912 2,727,369

その他 1,418,615 1,059,606

固定負債合計 16,292,527 17,786,976

負債合計 45,475,440 42,552,683

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 20,627,733

自己株式 △2,318,962 △2,318,962

株主資本合計 30,457,256 29,330,384

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 △368,597

為替換算調整勘定 1,758,447 2,190,093

その他の包括利益累計額合計 1,682,640 1,821,496

非支配株主持分 215,442 169,570

純資産合計 32,355,339 31,321,451

負債純資産合計 77,830,780 73,874,135
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 30,492,135 28,781,193

売上原価 22,290,548 20,129,970

売上総利益 8,201,587 8,651,222

販売費及び一般管理費 6,414,738 8,551,051

営業利益 1,786,848 100,170

営業外収益

受取利息 3,624 4,644

受取配当金 475 －

投資事業組合運用益 7,424 18,160

未払配当金除斥益 4,297 3,698

為替差益 － 315,832

雑収入 14,669 5,873

営業外収益合計 30,491 348,209

営業外費用

支払利息 17,243 78,462

借入手数料 327 －

為替差損 382,889 －

雑損失 10,827 22,033

営業外費用合計 411,288 100,495

経常利益 1,406,052 347,884

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 3,231 33,294

投資有価証券評価損 17,402 －

特別損失合計 20,633 33,294

税金等調整前四半期純利益 1,385,927 374,236

法人税等 711,495 796,377

四半期純利益又は四半期純損失（△） 674,432 △422,140

（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（△）

674,432 △367,007

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － △55,133

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 153,612 △292,789

為替換算調整勘定 202,663 440,907

その他の包括利益合計 356,275 148,117

四半期包括利益 1,030,708 △274,023

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,030,708 △228,151

非支配株主に係る四半期包括利益 － △45,871
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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 1,385,927 374,236

減価償却費 320,529 1,051,506

のれん償却額 14,410 1,006,435

長期前払費用償却額 529,685 562,139

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,773 △189,036

工事損失引当金の増減額（△は減少） △153,076 △259,897

受取利息及び受取配当金 △4,099 △4,644

支払利息 17,243 78,462

投資有価証券売却損益（△は益） － △59,647

投資有価証券評価損益（△は益） 17,402 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,220,574 316,524

たな卸資産の増減額（△は増加） 452,936 △399,923

仕入債務の増減額（△は減少） 4,027,180 1,199,295

その他の資産の増減額（△は増加） 424,666 248,395

その他の負債の増減額（△は減少） △17,237 △3,281,262

その他 5,501 77,859

小計 3,768,724 720,444

利息及び配当金の受取額 4,406 4,721

利息の支払額 △17,726 △71,116

法人税等の還付額 285,732 703

法人税等の支払額 △162,612 △494,480

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,878,524 160,272

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 △108,030 －

定期預金の払戻による収入 － 36,403

有形固定資産の取得による支出 △316,247 △554,417

無形固定資産の取得による支出 △206,705 △886,228

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 △708,806 △1,164,555

貸付けによる支出 △11,101 △14,926

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

△106,737 －

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 －

事業譲受による支出 △1,039,775 －

その他 △286,043 △516,922

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,696,824 △3,035,130

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） 4,000,000 200,000

長期借入れによる収入 － 3,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,416,666 △2,416,670

自己株式の取得による支出 △1,262,987 －

配当金の支払額 △789,688 △756,811

財務活動によるキャッシュ・フロー 530,657 26,518

現金及び現金同等物に係る換算差額 165,526 54,533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,877,884 △2,793,804

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 12,318,553 10,234,503
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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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