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1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年12月31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

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3四半期 58,818 △8.4 695 △46.4 731 △46.8 646 △40.5

27年3月期第3四半期 64,180 1.3 1,296 16.7 1,376 23.8 1,087 27.7

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 585百万円 （△64.4％） 27年3月期第3四半期 1,643百万円 （33.3％）

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3四半期 24.49 ―

27年3月期第3四半期 45.46 ―

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 ％ 円 銭

28年3月期第3四半期 33,750 23,267 68.9 880.91

27年3月期 37,258 22,999 61.7 870.75

（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 23,267百万円 27年3月期 22,999百万円

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

27年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

28年3月期 ― 0.00 ―

28年3月期（予想） 12.00 12.00

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）

（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

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 85,500 0.9 1,300 △23.8 1,350 △25.4 1,050 △33.3 39.75



(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

づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※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、

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。

※ 注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年3月期3Q 26,426,800 株 27年3月期 26,426,800 株

② 期末自己株式数 28年3月期3Q 13,235 株 27年3月期 13,235 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 26,413,565 株 27年3月期3Q 23,915,973 株
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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の経済環境は、米国では雇用・所得環境の改善やガソリン安の恩恵等を背景に個人消費は底

堅く景気の緩やかな拡大が続いております。欧州でも景気の緩やかな回復が続く一方で、中国は景気減速が続き、原

油・資源安の影響を受けた新興国でも減速傾向が続きました。日本においては企業業績の改善が続き設備投資は限定的

ながら増加傾向にあるものの、個人消費や輸出・生産に弱さがみられ景気は低調に推移しました。

　半導体市場においては、2015年11月の世界半導体売上高は前年同月比3.0%減、前月比0.3%減となり、5ヵ月連続で前年

同月を下回っております。

　このような環境の下、当第3四半期連結累計期間は、品目別売上高では集積回路は自動車分野向けマイコン・リニアＩ

Ｃ、産業分野向けロジックＩＣ・リニアＩＣ等を中心に減少し、前年同期比3,745百万円減（7.9%減）の43,369百万円、

半導体素子はダイオード、トランジスタが産業・自動車・民生分野等を中心に減少し、同1,483百万円減（14.7%減）の

8,583百万円、表示デバイスはアミューズメント・通信・産業分野等の増加により、同212百万円増(16.8%増)の1,478百

万円、その他は光製品・ＥＭＳが産業分野向けに減少し、同345百万円減(6.0%減)の5,387百万円となりました。その結

果、売上高は同5,361百万円減（8.4%減）の58,818百万円となりました。

　損益面におきましては、営業利益は売上総利益の減少により、前年同期比601百万円減（46.4%減）の695百万円、経常

利益は為替差益が減少したこと等により、同644百万円減（46.8%減）の731百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益

は、連結子会社でありますRENESAS EASTON(SINGAPORE) PTE.LTD.での平成23年3月期に計上しました損害賠償金の戻入と

して、特別利益に損害賠償金戻入額132百万円を計上したことにより同440百万円減(40.5%減)の646百万円となりました。

連結業績の推移 （単位：百万円)

平成27年３月期 平成28年３月期

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

売上高 21,012 21,473 21,693 20,516 19,743 19,996 19,078

営業利益 510 390 395 410 248 246 200

経常利益 473 434 468 433 253 268 209

（２）財政状態に関する説明

（資産）

資産は、前連結会計年度末に比べて3,507百万円減少し33,750百万円となりました。

これは、主として現金及び預金が1,886百万円減少し、受取手形及び売掛金が1,331百万円減少したこと等によりま

す。

（負債）

負債は、前連結会計年度末に比べて3,776百万円減少し10,482百万円となりました。

これは、主として買掛金が1,963百万円減少し、１年内返済予定の長期借入金が1,000百万円減少し、短期借入金が

217百万円減少したこと等によります。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて268百万円増加し23,267百万円となりました。

これは、主として為替換算調整勘定が41百万円減少したものの、利益剰余金が329百万円増加したこと等によります。

　これにより自己資本比率は68.9%となり、時価ベースの自己資本比率は35.8%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

　当連結会計年度の連結業績予想につきましては、平成27年10月30日に発表しました通期の業績予想の数値に変更あり

ません。

　

連結業績予想（平成27年10月30日発表） （単位：百万円）

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

通 期 85,500 1,300 1,350 1,050
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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

　「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いたしました。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いたします。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３四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、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,814 3,927

受取手形及び売掛金 16,784 15,452

有価証券 40 40

商品及び製品 10,133 9,934

仕掛品 2 5

繰延税金資産 256 208

その他 377 230

貸倒引当金 △3 -

流動資産合計 33,405 29,800

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,022 1,022

減価償却累計額 △702 △721

建物及び構築物（純額） 319 300

工具、器具及び備品 187 176

減価償却累計額 △153 △143

工具、器具及び備品（純額） 33 33

土地 1,266 1,266

リース資産 20 15

減価償却累計額 △12 △5

リース資産（純額） 7 10

有形固定資産合計 1,628 1,611

無形固定資産

ソフトウエア 344 214

その他 14 16

無形固定資産合計 359 231

投資その他の資産

投資有価証券 1,306 1,548

繰延税金資産 9 10

その他 570 569

貸倒引当金 △19 △19

投資その他の資産合計 1,866 2,107

固定資産合計 3,853 3,950

資産合計 37,258 33,750
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 9,053 7,089

短期借入金 2,254 2,037

1年内返済予定の長期借入金 1,000 -

未払法人税等 74 40

繰延税金負債 1 2

その他 1,306 744

流動負債合計 13,689 9,914

固定負債

役員退職慰労引当金 0 0

退職給付に係る負債 237 233

繰延税金負債 122 121

その他 208 212

固定負債合計 569 568

負債合計 14,259 10,482

純資産の部

株主資本

資本金 5,042 5,042

資本剰余金 5,001 5,001

利益剰余金 11,785 12,115

自己株式 △3 △3

株主資本合計 21,826 22,156

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 397 390

為替換算調整勘定 757 716

退職給付に係る調整累計額 17 4

その他の包括利益累計額合計 1,173 1,111

純資産合計 22,999 23,267

負債純資産合計 37,258 33,750
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 64,180 58,818

売上原価 57,849 53,360

売上総利益 6,330 5,458

販売費及び一般管理費 5,033 4,763

営業利益 1,296 695

営業外収益

受取利息 8 12

受取配当金 15 17

販売手数料 26 39

受取補償金 12 4

為替差益 53 -

その他 114 96

営業外収益合計 230 169

営業外費用

支払利息 35 22

支払補償費 64 8

為替差損 - 63

その他 50 37

営業外費用合計 150 133

経常利益 1,376 731

特別利益

損害賠償金戻入額 - 132

特別利益合計 - 132

特別損失

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 - 4

特別損失合計 0 5

税金等調整前四半期純利益 1,376 859

法人税、住民税及び事業税 206 155

法人税等調整額 82 56

法人税等合計 289 212

四半期純利益 1,087 646

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,087 646

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 175 △6

為替換算調整勘定 389 △41

退職給付に係る調整額 △8 △13

その他の包括利益合計 556 △61

四半期包括利益 1,643 585

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,643 585
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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。
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