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1. 令和2年3月期第3四半期の連結業績（平成31年4月1日～令和元年12月31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 ％

2年3月期第3四半期 52,532 △13.2 △66 ― △2 ― △24 ―

31年3月期第3四半期 60,551 △0.6 866 △46.1 939 △46.3 697 △43.8

（注）包括利益 2年3月期第3四半期　　△56百万円 （―％） 31年3月期第3四半期　　261百万円 （△84.2％）

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

2年3月期第3四半期 △1.01 ―

31年3月期第3四半期 27.73 ―

(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 ％ 円 銭

2年3月期第3四半期 33,241 23,100 69.5 959.41

31年3月期 34,004 23,400 68.8 978.56

（参考）自己資本 2年3月期第3四半期 23,100百万円 31年3月期 23,400百万円

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

31年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

2年3月期 ― 0.00 ―

2年3月期（予想） 12.00 12.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 令和 2年 3月期の連結業績予想（平成31年 4月 1日～令和 2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 73,000 △6.8 190 △76.8 200 △78.0 125 △82.1 5.21

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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

(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） 2年3月期3Q 26,426,800 株 31年3月期 26,426,800 株

② 期末自己株式数 2年3月期3Q 2,348,836 株 31年3月期 2,513,276 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2年3月期3Q 23,976,360 株 31年3月期3Q 25,163,525 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧ください。



株式会社グローセル(9995) 令和２年３月期 第３四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………2

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………4

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………4

（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 ………………………………………………………………6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………7

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………7

　

決算短信（宝印刷） 2020年01月27日 09時19分 1ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社グローセル(9995) 令和２年３月期 第３四半期決算短信

― 2 ―

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３四半期の経済環境は、米中貿易摩擦の影響により米国では企業投資の落ち込みや製造活動の縮小が続き、中

国では製造業の低迷が続きました。国内では輸出・生産が停滞し、また、台風被害の影響や消費税率の引上げ等によ

り厳しい環境が続きました。

　半導体市場におきましても、2019年11月の世界半導体売上高は前年同月比10.8%減となり、2019年1月から11ヵ月連

続で前年同月実績を下回り、市場の低迷が継続しました。

　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マイコンが産業・自動車分野を中

心に減少し、前年同期比6,593百万円減（15.6%減）の35,697百万円、半導体素子はパワーデバイスが自動車・民生分

野等での減少により、同983百万円減（10.2%減）の8,682百万円、表示デバイスはＯＡ分野等での減少により、同230

百万円減 (15.5%減)の1,254百万円、その他は産業分野向けＥＭＳ等が減少し、同210百万円減 (3.0%減)の6,898百万

円となりました。その結果、売上高は同8,018百万円減（13.2%減）の52,532百万円となりました。

　売上原価は前年同期比7,009百万円減（12.8％減）の47,869百万円。売上高に対する売上原価の比率は、売上商品構

成の変化や一部高収益製品の生産中止等が影響し、前年同期に比べ0.5ポイント増加し91.1％となっており、売上総利

益は同1,009百万円減（17.8%減）の4,663百万円となり売上高に対する売上総利益の比率は前年同期に比べ0.5ポイン

ト減少し8.9％となっております。

　販売費及び一般管理費は、研究開発費の増加や社名変更費用等を経費削減努力により吸収し、前年同期比75百万円

減（1.6%減）の4,730百万円となりましたが、売上総利益の減少の結果、営業損失66百万円（前年同期は営業利益866

百万円、前年同期比933百万円減）、経常損失2百万円（前年同期は経常利益939百万円、前年同期比941百万円減）、

親会社株主に帰属する四半期純損失24百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益697百万円、前年同期比

721百万円減）となりました。

連結業績の推移 　（単位：百万円)

平成31年３月期 令和２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 20,300 20,171 20,079 17,781 17,551 17,989 16,991

営業利益又は営業損失(△) 351 252 263 △46 △106 66 △27

経常利益又は経常損失(△) 474 232 232 △30 △28 47 △21

（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762百万円減少し33,241百万円となりました。

これは、主として現金及び預金が527百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が1,015百万円減少し、商品及び

製品が280百万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462百万円減少し10,141百万円となりました。

　これは、主として短期借入金が229百万円減少し、繰延税金負債が65百万円減少し、長期借入金が48百万円減少し

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300百万円減少し23,100百万円となりました。

　これは、主として自己株式の売却により68百万円増加したものの、利益剰余金が336百万円減少し、為替換算調整

勘定が57百万円減少したこと等によります。

　これにより自己資本比率は69.5%となり、時価ベースの自己資本比率は32.7%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

　当連結会計年度の連結業績予想につきましては、当第3四半期連結累計期間においての業績は計画を下回る結果となっ

ておりますが、現時点では業績に影響を与える未確定な要素が多いため、令和元年9月30日に発表しました通期の業績予

想に変更はありません。

連結業績予想（令和元年9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 73,000 190 200 125
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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31年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(令和元年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,842 4,369

受取手形及び売掛金 13,106 12,091

電子記録債権 1,601 1,685

商品及び製品 10,438 10,158

仕掛品 9 0

その他 732 235

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 29,728 28,539

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,036 1,033

減価償却累計額 △794 △803

建物及び構築物（純額） 242 229

工具、器具及び備品 191 185

減価償却累計額 △166 △162

工具、器具及び備品（純額） 24 22

土地 1,266 1,266

リース資産 10 71

減価償却累計額 △6 △35

リース資産（純額） 3 36

有形固定資産合計 1,537 1,554

無形固定資産

ソフトウエア 109 97

その他 24 34

無形固定資産合計 133 132

投資その他の資産

投資有価証券 1,944 2,409

繰延税金資産 18 19

その他 668 606

貸倒引当金 △26 △21

投資その他の資産合計 2,604 3,014

固定資産合計 4,276 4,702

資産合計 34,004 33,241
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成31年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(令和元年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 6,598 6,778

短期借入金 1,630 1,401

未払法人税等 43 33

賞与引当金 - 167

その他 1,202 650

流動負債合計 9,474 9,030

固定負債

長期借入金 476 428

退職給付に係る負債 312 314

役員退職慰労引当金 0 0

株式給付引当金 - 62

繰延税金負債 93 28

その他 246 276

固定負債合計 1,130 1,111

負債合計 10,604 10,141

純資産の部

株主資本

資本金 5,042 5,042

資本剰余金 4,720 4,720

利益剰余金 14,110 13,774

自己株式 △1,099 △1,030

株主資本合計 22,774 22,506

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 285 314

為替換算調整勘定 335 278

退職給付に係る調整累計額 5 1

その他の包括利益累計額合計 626 594

純資産合計 23,400 23,100

負債純資産合計 34,004 33,241
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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30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

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

売上高 60,551 52,532

売上原価 54,878 47,869

売上総利益 5,672 4,663

販売費及び一般管理費 4,805 4,730

営業利益又は営業損失（△） 866 △66

営業外収益

受取利息 14 10

受取配当金 40 49

販売手数料 43 50

受取派遣料 34 25

その他 64 45

営業外収益合計 198 180

営業外費用

支払利息 36 42

債権売却損 19 18

シンジケートローン手数料 0 0

為替差損 57 47

その他 12 6

営業外費用合計 125 115

経常利益又は経常損失（△） 939 △2

特別利益

投資有価証券売却益 27 -

特別利益合計 27 -

特別損失

貸倒引当金繰入額 - 0

固定資産除却損 0 0

会員権評価損 - 3

投資有価証券売却損 0 -

特別損失合計 0 4

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（△）

967 △6

法人税、住民税及び事業税 208 91

法人税等調整額 60 △73

法人税等合計 269 17

四半期純利益又は四半期純損失（△） 697 △24

（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（△）

697 △24

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △557 29

為替換算調整勘定 134 △57

退職給付に係る調整額 △13 △4

その他の包括利益合計 △436 △32

四半期包括利益 261 △56

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 261 △56

決算短信（宝印刷） 2020年01月27日 09時19分 6ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社グローセル(9995) 令和２年３月期 第３四半期決算短信

― 7 ―

（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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