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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、円安・原油安の影響を受け企業業績は改善が持続しておりま

す。また、個人消費についても雇用環境の改善等により消費増税後の反動減の影響が一巡しつつあります。その一

方で、中国経済の減速懸念などを背景に輸出が力強さを欠いており、先行きに不透明感が出てきております。

当社が属するエレクトロニクス業界におきましては、企業業績の改善を背景に設備投資の増加が見込まれており

ましたが、中国経済の減速懸念により動きは緩慢になっております。その一方で、車載機器や医療機器、ＩｏＴ関

連については今後需要が伸びていくものと期待されております。また、大手半導体メーカーが大型のＭ＆Ａを実施

しており、今後半導体の商流変更が加速すると考えられます。

このような事業環境の中、当社グループは、半導体事業においては、新たに取引を開始したお客様の産業機器お

よび医療機器向けの売上高が増加したこと、そのほか既存の医療機器および産業機器向けのＦＰＧＡ（※）、ブロ

ードバンド通信機器向けの特定用途ＩＣなどが堅調に推移したことを受け、売上高は増加いたしました。デザイン

サービス事業においては、産業機器、航空/宇宙分野向けが引き続き堅調に推移いたしました。

この結果、売上高につきましては、206億４千２百万円（前年同期比18.5％増）となりました。営業利益につき

ましては、人件費の増加等により販売費及び一般管理費は増加したものの、売上高の増加および当社が仕入先に対

して保有する仕入値引ドル建債権の評価額の増加等により９億６千７百万円（前年同期比61.5％増）と大幅に増加

しました。

また、経常利益につきましては、補助金収入を計上した一方で、為替差損等を計上したことにより８億１千９百

万円の経常利益（前年同期比43.0％増）となりました。四半期純利益につきましては５億７百万円（前年同期比

52.7％増）となりました。

（※）ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）: 

ＰＬＤ（Programmable Logic Device）の一種であり、設計者が手元で変更を行いながら論理回路をプロ

グラミングできるLSIのこと

 

（２）財政状態に関する説明

① 財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ39億４千６百万円増加し159億８千３百万

円となりました。これは主に受取手形及び売掛金、商品、未収入金が増加したこと等によるものです。

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ38億１千７百万円増加し71億６百万円となり

ました。これは主に短期借入金が増加したこと等によるものです。

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ１億２千８百万円増加し88億７千７百万円

となりました。これは主に自己株式の取得および配当金の支払いを実施した一方で、四半期純利益を計上したこ

とによるものです。

 

② キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ１億４千５百万円減少

し、19億１千２百万円となりました。

当第３四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）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を８億１千９百万円計上した

一方で、売上債権、たな卸資産、未収入金が増加したこと等により、39億６千７百万円の支出（前第３四半期は

１億９千８百万円の支出）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産を取得したこと等により、３千３百万円の

支出（前第３四半期は３千６百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、自己株式の取得および配当金の支払いを実施した一方

で、短期借入れを実施したこと等により、38億５千３百万円の収入（前第３四半期は10億８千６百万円の収入）

となりました。 
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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12月期の連結業績予想につきましては、平成27年８月５日の「平成27年12月期 第2四半期決算短信」で

公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

 

（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。

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等

  該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,058,563 1,912,681 

受取手形及び売掛金 4,496,634 5,874,651 

商品 3,139,077 4,015,504 

未収入金 1,002,092 2,826,194 

未収消費税等 601,089 618,745 

その他 163,458 185,067 

貸倒引当金 △1,094 △1,596 

流動資産合計 11,459,820 15,431,248 

固定資産    

有形固定資産 135,540 142,293 

無形固定資産    

のれん 18,331 14,572 

その他 116,797 94,570 

無形固定資産合計 135,128 109,143 

投資その他の資産    

その他 307,190 301,046 

貸倒引当金 △130 △130 

投資その他の資産合計 307,060 300,916 

固定資産合計 577,729 552,354 

資産合計 12,037,549 15,983,602 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 784,853 656,443 

短期借入金 780,000 5,030,000 

未払金 750,159 780,604 

未払法人税等 428,407 101,969 

賞与引当金 44,722 157,949 

その他 174,904 88,539 

流動負債合計 2,963,046 6,815,506 

固定負債    

退職給付に係る負債 66,748 51,793 

役員退職慰労引当金 157,500 157,500 

その他 101,286 81,321 

固定負債合計 325,534 290,614 

負債合計 3,288,580 7,106,120 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,339,634 1,339,634 

資本剰余金 2,698,526 2,698,539 

利益剰余金 4,907,277 5,323,342 

自己株式 △199,545 △481,693 

株主資本合計 8,745,892 8,879,823 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 828 836 

繰延ヘッジ損益 2,248 △3,178 

その他の包括利益累計額合計 3,077 △2,341 

純資産合計 8,748,969 8,877,481 

負債純資産合計 12,037,549 15,983,602 
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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３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年１月１日 
 至 平成27年９月30日) 

売上高 17,423,853 20,642,950 

売上原価 14,869,046 17,560,952 

売上総利益 2,554,807 3,081,997 

販売費及び一般管理費    

給料及び手当 725,193 815,993 

貸倒引当金繰入額 △92 502 

賞与引当金繰入額 135,622 157,114 

退職給付費用 72,820 32,717 

のれん償却額 2,458 3,758 

その他 1,019,437 1,103,985 

販売費及び一般管理費合計 1,955,439 2,114,070 

営業利益 599,367 967,927 

営業外収益    

受取利息 62 89 

消費税等還付加算金 1,670 1,783 

受取手数料 168 606 

補助金収入 34,838 40,653 

その他 1,951 1,034 

営業外収益合計 38,690 44,167 

営業外費用    

支払利息 7,900 19,450 

為替差損 21,911 110,517 

支払手数料 15,098 36,396 

売上債権売却損 14,885 19,810 

その他 4,864 6,172 

営業外費用合計 64,660 192,347 

経常利益 573,397 819,747 

特別利益    

固定資産売却益 － 213 

特別利益合計 － 213 

税金等調整前四半期純利益 573,397 819,960 

法人税、住民税及び事業税 286,925 329,464 

法人税等調整額 △45,914 △16,919 

法人税等合計 241,011 312,544 

少数株主損益調整前四半期純利益 332,386 507,416 

四半期純利益 332,386 507,416 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年１月１日 
 至 平成27年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 332,386 507,416 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 221 7 

繰延ヘッジ損益 － △5,426 

その他の包括利益合計 221 △5,418 

四半期包括利益 332,607 501,997 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 332,607 501,997 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年１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 573,397 819,960 

減価償却費 41,471 43,857 

のれん償却額 2,458 3,758 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △92 502 

賞与引当金の増減額（△は減少） 96,069 113,226 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,011 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △14,954 

受取利息及び受取配当金 △62 △89 

支払利息 7,900 19,450 

為替差損益（△は益） 14,909 △54,756 

有形固定資産売却損益（△は益） － △213 

補助金収入 △34,838 △40,653 

売上債権の増減額（△は増加） 113,561 △1,378,000 

たな卸資産の増減額（△は増加） △290,752 △880,898 

仕入債務の増減額（△は減少） 199,011 △128,409 

未収消費税等の増減額（△は増加） 220,533 46,962 

未収入金の増減額（△は増加） △892,537 △1,769,169 

未払金の増減額（△は減少） △27,164 △23,538 

前受金の増減額（△は減少） 55 875 

前渡金の増減額（△は増加） 354 △3,633 

預り金の増減額（△は減少） △33,331 △38,679 

その他 △35,357 △55,005 

小計 △13,401 △3,339,408 

利息及び配当金の受取額 62 91 

利息の支払額 △7,876 △19,441 

補助金の受取額 34,838 40,653 

法人税等の還付額 1,847 602 

法人税等の支払額 △213,484 △649,613 

営業活動によるキャッシュ・フロー △198,014 △3,967,116 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △6,267 △26,501 

有形固定資産の売却による収入 － 300 

無形固定資産の取得による支出 △16,442 △5,101 

貸付けによる支出 － △5,000 

貸付金の回収による収入 － 5,000 

事業譲受による支出 △13,000 － 

その他 △300 △1,792 

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,009 △33,095 

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） 1,200,000 4,250,000 

自己株式の取得による支出 － △282,190 

自己株式の処分による収入 － 56 

配当金の支払額 △91,439 △91,177 

リース債務の返済による支出 △22,334 △23,257 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,086,225 3,853,430 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,145 898 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 853,346 △145,881 

現金及び現金同等物の期首残高 1,198,732 2,058,563 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,052,079 1,912,681 
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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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