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１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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 ％

30年３月期第２四半期 44,715 51.7 1,556 － 1,444 － 1,382 －

29年３月期第２四半期 29,481 2.4 △30 － △146 － △1,611 －

(注)包括利益 30年３月期第２四半期 2,547百万円 ( －％) 29年３月期第２四半期 △4,807百万円 ( －％)

　

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

30年３月期第２四半期 64.03 63.66

29年３月期第２四半期 △75.21 －
　

（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

30年３月期第２四半期 91,781 29,559 32.2 1,365.45

29年３月期 80,465 27,631 34.3 1,280.71

(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 29,559 百万円 29年３月期 27,617 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

29年３月期 － － － 34.00 34.00

30年３月期 － －

30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、利益配分に関する基本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、親会社株主に帰属する当期純利益の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、期末配当金の予想を「－」と表記しております。

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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 85,000 26.0 1,700 △11.8 1,500 50.8 1,000 － 46.19

(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 ： 有

　 (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 １社 (社名) 京宏科技股份有限公司（Modiotek Co., Ltd.）

（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

（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) 30年３月期２Ｑ 23,038,400株 29年３月期 23,038,400株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 1,390,461株 29年３月期 1,474,051株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 21,594,189株 29年３月期２Ｑ 21,432,896株

　

※ 四半期決算短信は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の業績につきましては、主にゲームソフトウェア格納用LSI（カスタムメモリ）、

Smart Connectivity LSI及びMEMSタイミングデバイスの需要がそれぞれ増加したことにより、売上高は447億１千

５百万円（前年同四半期比51.7％増）となりました。また、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13億９千６百万円発生し、償却前の営業利益は29億５千２百万円、償却後の営業利益は15億５千６百万円

（前年同四半期は３千万円の営業損失）、経常利益は14億４千４百万円（前年同四半期は１億４千６百万円の経

常損失）となり、特別利益として投資有価証券売却益が９億２千５百万円発生し、親会社株主に帰属する四半期

純利益は13億８千２百万円（前年同四半期は16億１千１百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりま

した。

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917億８千１百万円（前連結会計年度比113億１千６百万円の増

加）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、受取手形及び売掛金が159億８千８百万円、投資

有価証券が16億５千９百万円増加した一方で、現金及び預金が37億８千９百万円、商品及び製品が15億１千万円、

のれんが14億２千３百万円それぞれ減少しております。

負債合計は622億２千２百万円（同93億８千８百万円の増加）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62億９千７百万円、短期借入金が35億９千４百万円、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30億円減少しております。

純資産は295億５千９百万円（同19億２千７百万円の増加）となりました。この結果、自己資本比率は32.2％

（同2.1ポイントの下降）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、81億６千４百万円とな

り、前連結会計年度に比べ37億８千９百万円の減少（前年同四半期は26億５千６百万円の減少）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、36億７千８百万円の資金の使用（前年同四半期は15億１千３百万円の

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21億９千３百万円（前年同四半期は11億

４千７百万円の損失）となり、減価償却費が13億３千１百万円発生し、たな卸資産が13億６千７百万円の減少、

仕入債務が63億２千４百万円の増加となった一方で、売上債権が160億５千４百万円の増加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、18億９千１百万円の資金の使用（前年同四半期は28億１千８百万円の

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10億５千６百万円、無形固定資産の

取得による支出が13億１千８百万円あった一方で、投資有価証券の売却による収入が11億４千４百万円あったこ

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、55億７千万円の資金の使用（前年同四半期は13億４百万円の資金の

使用）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、18億８千万円の資金の獲得（前年同四半期は10億１千３百万円の資金

の使用）となりました。これは短期借入金の純増減額が36億１千３百万円の増加となった一方で、長期借入金の

返済による支出が10億円、配当金の支払額が７億３千２百万円あったことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年８月２日に公表いたしました「平成30年３月期第１四半期決算短信[日本基準]（連結）」に記載の、

平成30年３月期通期の連結業績予想値の修正につきましては、本日公表の「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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２．四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：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,103,207 8,313,971

受取手形及び売掛金 21,763,961 37,752,795

商品及び製品 3,704,345 2,193,586

仕掛品 1,972,771 2,172,995

原材料及び貯蔵品 1,037,447 919,592

繰延税金資産 884,818 884,563

その他 1,866,501 2,208,871

貸倒引当金 △15,502 △20,489

流動資産合計 43,317,549 54,425,887

固定資産

有形固定資産

建物 4,379,050 4,365,161

減価償却累計額 △3,084,331 △3,137,423

建物（純額） 1,294,719 1,227,738

その他 10,426,914 10,923,827

減価償却累計額 △7,106,622 △7,278,804

その他（純額） 3,320,291 3,645,022

有形固定資産合計 4,615,010 4,872,760

無形固定資産

のれん 14,910,416 13,487,054

技術資産 5,089,205 4,516,437

その他 4,994,231 5,753,218

無形固定資産合計 24,993,852 23,756,710

投資その他の資産

投資有価証券 1,140,253 2,799,835

長期前払費用 2,903,799 2,671,342

繰延税金資産 1,205,034 1,214,736

その他 2,301,604 2,040,594

貸倒引当金 △11,508 －

投資その他の資産合計 7,539,183 8,726,509

固定資産合計 37,148,046 37,355,980

資産合計 80,465,595 91,781,867
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,871,279 15,168,895

短期借入金 23,471,120 27,065,535

1年内返済予定の長期借入金 5,000,000 2,000,000

未払法人税等 409,665 984,455

賞与引当金 640,856 622,774

工事損失引当金 14,533 401

その他の引当金 － 5,000

その他 2,939,579 3,214,101

流動負債合計 41,347,033 49,061,164

固定負債

長期借入金 8,000,000 10,000,000

繰延税金負債 2,078,745 1,875,641

その他 1,408,518 1,285,904

固定負債合計 11,487,264 13,161,545

負債合計 52,834,298 62,222,710

純資産の部

株主資本

資本金 4,840,313 4,840,313

資本剰余金 6,182,338 6,182,976

利益剰余金 17,274,367 17,958,665

自己株式 △1,859,404 △1,754,112

株主資本合計 26,437,615 27,227,843

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 434,952 2,303,604

為替換算調整勘定 745,021 27,709

その他の包括利益累計額合計 1,179,974 2,331,314

非支配株主持分 13,707 －

純資産合計 27,631,297 29,559,157

負債純資産合計 80,465,595 91,781,867
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 29,481,947 44,715,200

売上原価 22,002,731 34,059,772

売上総利益 7,479,216 10,655,427

販売費及び一般管理費 7,509,311 9,099,399

営業利益又は営業損失（△） △30,094 1,556,028

営業外収益

受取利息 2,472 2,950

投資事業組合運用益 － 9,372

未払配当金除斥益 3,296 3,016

為替差益 － 4,609

雑収入 4,430 5,126

営業外収益合計 10,198 25,075

営業外費用

支払利息 73,348 109,536

借入手数料 － 13,230

投資事業組合運用損 988 －

為替差損 44,886 －

雑損失 7,591 14,304

営業外費用合計 126,814 137,070

経常利益又は経常損失（△） △146,709 1,444,032

特別利益

投資有価証券売却益 － 925,154

特別利益合計 － 925,154

特別損失

固定資産除却損 － 175,471

投資有価証券評価損 1,001,076 －

特別損失合計 1,001,076 175,471

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（△）

△1,147,786 2,193,716

法人税等 503,520 790,528

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,651,306 1,403,188

（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（△）

△1,611,894 1,382,575

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△39,411 20,612

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 642,308 1,868,651

為替換算調整勘定 △3,798,717 △724,684

その他の包括利益合計 △3,156,408 1,143,967

四半期包括利益 △4,807,715 2,547,155

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,759,984 2,526,957

非支配株主に係る四半期包括利益 △47,731 20,197
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,147,786 2,193,716

減価償却費 955,358 1,331,991

のれん償却額 848,111 906,120

長期前払費用償却額 354,187 378,873

賞与引当金の増減額（△は減少） △108,555 △18,151

工事損失引当金の増減額（△は減少） 44,787 △14,132

受取利息及び受取配当金 △2,472 △2,950

支払利息 73,348 109,536

投資有価証券売却損益（△は益） － △925,154

投資有価証券評価損益（△は益） 1,001,076 －

売上債権の増減額（△は増加） △5,452,238 △16,054,249

たな卸資産の増減額（△は増加） △92,098 1,367,843

仕入債務の増減額（△は減少） 5,319,602 6,324,178

その他の資産の増減額（△は増加） 444,940 30,848

その他の負債の増減額（△は減少） △368,247 815,851

その他 12,800 351,924

小計 1,882,815 △3,203,752

利息及び配当金の受取額 2,633 3,237

利息の支払額 △78,387 △132,302

法人税等の還付額 354 12,192

法人税等の支払額 △294,228 △358,292

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,513,187 △3,678,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 202,792 262,153

定期預金の預入による支出 △201,017 △262,153

有形固定資産の取得による支出 △679,009 △1,056,090

無形固定資産の取得による支出 △1,386,674 △1,318,083

投資有価証券の売却による収入 － 1,144,130

投資有価証券の取得による支出 △221,381 －

長期前払費用の取得による支出 △257,561 △282,404

その他 △275,200 △379,549

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,818,052 △1,891,996

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） 711,640 3,613,285

長期借入金の返済による支出 △1,000,000 △1,000,000

配当金の支払額 △724,872 △732,192

その他 46 △161

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,013,186 1,880,930

現金及び現金同等物に係る換算差額 △338,548 △28,865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,656,599 △3,718,849

現金及び現金同等物の期首残高 10,732,361 11,954,167

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △70,734

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,075,761 8,164,582
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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。

（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。
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