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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わが国経済は、企業業績や雇用環境の改善などにより緩やかな景気回復基調

にあるものの、年初からの円高、株安等の金融市場の変動、中国や新興諸国の景気下振れリスクの懸念などもあ

り、先行きが不透明な状況で推移しました。

当社が属するエレクトロニクス業界におきましては、国内においては堅調な企業業績を背景に設備投資は緩やか

に持ち直しているものの、海外においては中国や新興国での景気減速により設備投資の減速が鮮明になりました。

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民生機器向けのメモリ製品の販売が大幅に増

加したこと、新たに取引を開始したお客様において産業機器および医療機器向けのＦＰＧＡ（※）が堅調に推移し

たことなどを受け、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、医療機器や産業機器、航空/

宇宙分野向けが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、94億３千１百万円（前年同期比44.9％増）となりました。営業利益につきま

しては、ドル円相場が急速に円高に進行したことにより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

額の減少を含む為替レート変動による影響が１億２千６百万円発生し、これが売上原価を押し上げたこと、および

人件費の増加等により販売費及び一般管理費が増加したこと等により、営業利益は１億２千６百万円（前年同期比

72.5％減）と大幅に減少しました。また、経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、営

業利益が減少したことにより、それぞれ１億２千４百万円の経常利益（前年同期比72.4％減）、６千９百万円の親

会社株主に帰属する四半期純利益（前年同期比76.1％減）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 財務状態の分析

（資産）

当第１四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２億５千４百万円増加し162億３千２百万

円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が減少した一方で、現金及び預金、商品が増加したこと等によ

るものです。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ３億４千９百万円増加し72億７千９百万円と

なりました。これは主に未払法人税等が減少した一方で、借入れを実施したこと、買掛金が増加したこと等によ

るものです。

（純資産）

当第１四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９千５百万円減少し89億５千２百万円と

なりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益を計上した一方で、配当金の支払いを実施したこ

と等によるものです。 

 

② キャッシュ・フローの状況

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は、前連結会計年度末に比べ５億４千８百万円増

加し、17億４千８百万円となりました。 

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、たな卸資産が増加した一方で、税金等調整前四半期純

利益を１億２千４百万円計上したこと、売上債権、未収入金が減少したこと、および、仕入債務が増加したこ

と等により、６億２千６百万円の収入（前第１四半期は８億７千９百万円の支出）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、有形固定資産および無形固定資産を取得したこと等に

より、１百万円の支出（前第１四半期は１千１百万円の支出）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、短期借入れを実施した一方で、配当金の支払いを実施

したこと等により、７千３百万円の支出（前第１四半期は７億２千４百万円の収入）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28年12月期の連結業績予想につきましては、ドル円相場の急速な円高進行により仕入先に対して保有するド

ル建債権の評価額が減少し、売上原価が押し上げられたことから、第２四半期連結累計期間および通期の業績予想

を修正しております。詳細につきましては、本日（平成28年５月９日）に公表いたしました「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。

 

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

（会計方針の変更）

 「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、当第１四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。

 

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27年12月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成28年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,199,102 1,748,059 

受取手形及び売掛金 7,367,630 6,368,763 

商品 3,918,090 4,943,405 

未収入金 1,960,952 1,721,551 

未収消費税等 837,385 790,380 

その他 191,749 173,404 

貸倒引当金 △1,921 △1,885 

流動資産合計 15,472,989 15,743,680 

固定資産    

有形固定資産 134,560 129,192 

無形固定資産    

のれん 13,319 12,067 

その他 86,139 78,371 

無形固定資産合計 99,459 90,438 

投資その他の資産    

その他 270,734 268,874 

貸倒引当金 △130 △130 

投資その他の資産合計 270,604 268,744 

固定資産合計 504,624 488,375 

資産合計 15,977,614 16,232,055 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,047,778 1,472,051 

短期借入金 4,130,000 4,220,000 

未払金 1,037,850 1,009,718 

未払法人税等 191,587 62,126 

賞与引当金 52,272 139,804 

その他 186,409 99,771 

流動負債合計 6,645,898 7,003,472 

固定負債    

退職給付に係る負債 51,937 50,821 

役員退職慰労引当金 157,500 157,500 

その他 74,215 67,508 

固定負債合計 283,652 275,829 

負債合計 6,929,551 7,279,301 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,339,634 1,339,634 

資本剰余金 2,698,539 2,698,539 

利益剰余金 5,490,710 5,395,843 

自己株式 △481,693 △481,693 

株主資本合計 9,047,192 8,952,324 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 870 429 

その他の包括利益累計額合計 870 429 

純資産合計 9,048,062 8,952,753 

負債純資産合計 15,977,614 16,232,055 
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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27年１月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年１月１日 
 至 平成28年３月31日) 

売上高 6,508,764 9,431,265 

売上原価 5,363,143 8,546,397 

売上総利益 1,145,620 884,867 

販売費及び一般管理費    

給料及び手当 263,001 284,750 

貸倒引当金繰入額 349 △36 

賞与引当金繰入額 76,069 87,079 

退職給付費用 19,881 15,448 

のれん償却額 1,252 1,252 

その他 325,908 369,975 

販売費及び一般管理費合計 686,464 758,469 

営業利益 459,156 126,398 

営業外収益    

受取利息 45 43 

消費税等還付加算金 866 802 

為替差益 － 38,419 

補助金収入 40,653 － 

その他 317 9,542 

営業外収益合計 41,883 48,807 

営業外費用    

支払利息 4,112 10,798 

為替差損 6,964 － 

支払手数料 32,066 4,457 

売上債権売却損 5,159 10,241 

支払補償費 － 23,000 

その他 2,194 2,259 

営業外費用合計 50,497 50,758 

経常利益 450,542 124,447 

税金等調整前四半期純利益 450,542 124,447 

法人税、住民税及び事業税 166,861 67,690 

法人税等調整額 △6,568 △12,690 

法人税等合計 160,292 55,000 

四半期純利益 290,249 69,447 

親会社株主に帰属する四半期純利益 290,249 69,447 
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（四半期連結包括利益計算書）

（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27年１月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年１月１日 
 至 平成28年３月31日) 

四半期純利益 290,249 69,447 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 20 △441 

繰延ヘッジ損益 △3,528 － 

その他の包括利益合計 △3,507 △441 

四半期包括利益 286,742 69,006 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 286,742 69,006 

非支配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１四半期連結累計期間 
(自 平成27年１月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年１月１日 
 至 平成28年３月31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 450,542 124,447 

減価償却費 13,727 13,945 

のれん償却額 1,252 1,252 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 349 △36 

賞与引当金の増減額（△は減少） 76,455 87,531 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,884 △1,116 

受取利息及び受取配当金 △45 △43 

支払利息 4,112 10,798 

為替差損益（△は益） △19,750 15,124 

補助金収入 △40,653 － 

支払補償費 － 23,000 

売上債権の増減額（△は増加） △532,478 998,867 

たな卸資産の増減額（△は増加） △343,293 △1,027,700 

仕入債務の増減額（△は減少） 333,104 424,273 

前渡金の増減額（△は増加） 1,346 28,389 

前受金の増減額（△は減少） － 3,168 

未収消費税等の増減額（△は増加） 41,735 33,331 

未収入金の増減額（△は増加） △329,840 227,250 

その他 △143,542 △136,737 

小計 △482,094 825,748 

利息及び配当金の受取額 42 43 

利息の支払額 △4,114 △10,813 

補助金の受取額 40,653 － 

保険金の受取額 － 8,851 

法人税等の支払額 △434,196 △197,434 

営業活動によるキャッシュ・フロー △879,709 626,395 

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 △2,977 △1,493 

無形固定資産の取得による支出 △1,537 △351 

貸付けによる支出 △5,000 － 

その他 △1,792 224 

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,306 △1,620 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の取得による支出 △282,164 － 

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,100,000 90,000 

配当金の支払額 △84,769 △153,926 

リース債務の返済による支出 △8,881 △9,220 

財務活動によるキャッシュ・フロー 724,184 △73,146 

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,697 △2,671 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,134 548,957 

現金及び現金同等物の期首残高 2,058,563 1,199,102 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,894,428 1,748,059 
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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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