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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第３四半期 48,779 12.2 1,578 697.7 894 60.8 △1,069 －

28年３月期第３四半期 43,471 △14.4 197 △95.2 556 △82.2 △418 －

(注)包括利益 29年３月期第３四半期 △3,939百万円 ( －％) 28年３月期第３四半期 △1,452百万円 ( －％)

　

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

29年３月期第３四半期 △49.88 －

28年３月期第３四半期 △18.73 －
　

（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

29年３月期第３四半期 72,871 24,293 33.3 1,127.51

28年３月期 69,921 28,846 41.1 1,341.86

(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 24,263 百万円 28年３月期 28,754 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

28年３月期 － － － 34.00 34.00

29年３月期 － － －

29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、配当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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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 64,000 15.0 1,200 － 1,000 219.4 △1,000 － △46.47

(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 ： 無

　 (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－社 (社名) －

（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

(注)詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

（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 ： 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

(注)詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

（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) 29年３月期３Ｑ 23,038,400株 28年３月期 23,038,400株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 1,519,184株 28年３月期 1,609,450株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 21,449,465株 28年３月期３Ｑ 22,348,950株

　

※ 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おりません。

※ 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３四半期連結累計期間における電子機器業界においては、産業用電子機器並びに電子部品・デバイスの需

要が減少した結果、電子機器業界全体の市場は前年同期比減という状況で推移いたしました。

ASICにおいては、これまでの主力分野であるゲーム機器、デジタルカメラ、事務機器分野に加え、FA、ロボテ

ィックスなどの産業機器分野における国内外の有力顧客に向け、顧客の機器・サービスのアプリケーションに最

適なソリューションを提供しております。その競争力は、顧客のアプリケーションに関する深い理解と独自のコ

ア技術を基に、アルゴリズム・アーキテクチャの開発から性能・コスト競争力に優れたシステムLSIの開発・供給

を、上流の論理設計から下流の物理設計、製造オペレーション、品質保証に至るまで一貫したサポート体制で提

供できることにあります。

ASSPにおいては、国内外の競合企業や市場環境の変化に適応しつつ、IoT時代の到来により更なる成長を図るた

め、成長機器市場の有力グローバル企業に向けたビジネスを立ち上げ、事業ポートフォリオのバランスの改善に

取り組んでおります。そのための施策として、IoT分野の製品を中心にプラットフォームを構成する製品の拡充を

図るとともに、成長機器市場における有力グローバル企業とのビジネス関係を更に緊密にし、重点的にグローバ

ルに通用する人材の育成を図りつつ、収益構造の転換を積極的に進めております。

当第３四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）の需

要が増加したことにより、売上高は487億７千９百万円（前年同四半期比12.2％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20億１百万円発生し、償却前の営業利益は35億７千９百万円、

償却後の営業利益は15億７千８百万円（前年同四半期比697.7％増）、経常利益は８億９千４百万円（前年同四半

期比60.8％増）となり、特別損失として投資有価証券評価損が10億４千３百万円発生し、親会社株主に帰属する

四半期純損失は10億６千９百万円（前年同四半期は４億１千８百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）と

なりました。

なお、中長期の成長分野として取り組んでいるSmart Connectivity（DisplayPort）及びMEMSタイミングデバイ

スの両事業は順調に進捗しており、引き続き成長軌道に乗せるべく取り組みを進めております。

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３四半期連結会計期間末における総資産は728億７千１百万円（前連結会計年度比29億４千９百万円の増

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96億３千４百万円増加し

た一方で、現金及び預金が36億９千４百万円、のれんが37億９千４百万円、技術資産が14億８千１百万円それぞ

れ減少しております。

負債合計は485億７千８百万円（同75億３百万円の増加）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34億８千５百万円、短期借入金が72億５千８百万円、１年内返済予定の長期借入金

が30億円それぞれ増加した一方で、長期借入金が45億円減少しております。

純資産は242億９千３百万円（同45億５千３百万円の減少）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、その他有価証券評価差額金が10億円増加した一方で、為替換算調整勘定が38億７百万円減少しておりま

す。この結果、自己資本比率は33.3％（同7.8ポイントの下降）となりました。

　

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（以下「資金」という。）は、71億３百万円となり、

前連結会計年度に比べ36億２千９百万円の減少（前年同四半期は７億７千７百万円の減少）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、35億９千９百万円の資金の使用（前年同四半期は２億７千５百万円の

資金の使用）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が２億７百万円（前年同四半期は５億８千

万円の利益）となり、売上債権が96億７千８百万円の増加となった一方で、減価償却費が15億４千５百万円、の

れん償却額が12億７千１百万円、投資有価証券評価損が10億４千３百万円それぞれ発生し、仕入債務が32億５千

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、47億７百万円の資金の使用（前年同四半期は46億２千１百万円の資金

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11億２千５百万円、無形固定資産の取得

による支出が22億１千４百万円、長期前払費用の取得による支出が７億３千４百万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、83億６百万円の資金の使用（前年同四半期は48億９千６百万円の資金の使用）とな

りました。
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財務活動によるキャッシュ・フローは、52億１百万円の資金の獲得（前年同四半期は42億２千５百万円の資金

の獲得）となりました。これは短期借入金の純増減額が74億２千７百万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15億円、配当金の支払額が７億２千５百万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28年10月28日に公表いたしました「平成29年３月期第２四半期決算短信[日本基準]（連結）」に記載の、

平成29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。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物

附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,949,946 7,255,852

受取手形及び売掛金 13,358,667 22,993,094

商品及び製品 2,019,432 2,182,018

仕掛品 2,092,163 2,238,896

原材料及び貯蔵品 1,006,713 1,014,162

繰延税金資産 1,146,507 1,135,075

その他 1,440,013 1,780,810

貸倒引当金 △4,145 △6,608

流動資産合計 32,009,297 38,593,302

固定資産

有形固定資産

建物 3,932,407 3,929,490

減価償却累計額 △2,996,991 △3,054,401

建物（純額） 935,415 875,088

その他 8,937,809 9,928,363

減価償却累計額 △6,781,369 △7,004,561

その他（純額） 2,156,440 2,923,802

有形固定資産合計 3,091,855 3,798,891

無形固定資産

のれん 17,478,244 13,683,828

技術資産 6,106,168 4,625,105

その他 2,957,620 4,548,326

無形固定資産合計 26,542,032 22,857,260

投資その他の資産

投資有価証券 1,173,226 1,152,002

長期前払費用 3,086,797 2,961,049

繰延税金資産 1,461,001 1,475,869

その他 2,569,001 2,044,835

貸倒引当金 △11,508 △11,508

投資その他の資産合計 8,278,517 7,622,247

固定資産合計 37,912,406 34,278,399

資産合計 69,921,704 72,871,701
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,242,223 7,727,368

短期借入金 13,394,730 20,653,260

1年内返済予定の長期借入金 2,000,000 5,000,000

未払法人税等 337,595 967,772

賞与引当金 555,981 217,577

工事損失引当金 4,689 16,612

その他 3,611,510 2,719,687

流動負債合計 24,146,731 37,302,278

固定負債

長期借入金 13,000,000 8,500,000

繰延税金負債 2,507,079 1,881,958

その他 1,421,011 894,092

固定負債合計 16,928,091 11,276,050

負債合計 41,074,823 48,578,329

純資産の部

株主資本

資本金 4,840,313 4,840,313

資本剰余金 6,181,300 6,181,991

利益剰余金 18,950,506 17,152,018

自己株式 △2,030,200 △1,916,336

株主資本合計 27,941,919 26,257,987

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △599,967 400,184

為替換算調整勘定 1,412,620 △2,394,946

その他の包括利益累計額合計 812,653 △1,994,761

非支配株主持分 92,308 30,145

純資産合計 28,846,881 24,293,371

負債純資産合計 69,921,704 72,871,701
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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：千円)
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 43,471,611 48,779,531

売上原価 30,732,638 35,673,282

売上総利益 12,738,972 13,106,249

販売費及び一般管理費 12,541,078 11,527,547

営業利益 197,894 1,578,701

営業外収益

受取利息 5,952 4,855

投資事業組合運用益 18,160 －

未払配当金除斥益 3,698 3,296

為替差益 465,968 －

雑収入 10,723 7,127

営業外収益合計 504,504 15,279

営業外費用

支払利息 122,636 116,603

投資事業組合運用損 － 988

為替差損 － 568,071

雑損失 23,347 13,836

営業外費用合計 145,983 699,499

経常利益 556,414 894,481

特別利益

投資有価証券売却益 59,647 －

特別利益合計 59,647 －

特別損失

固定資産除却損 35,168 30,790

投資有価証券評価損 － 1,043,348

特別退職金 － 27,361

特別損失合計 35,168 1,101,501

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（△）

580,893 △207,019

法人税等 1,075,424 917,011

四半期純損失（△） △494,531 △1,124,031

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △418,617 △1,069,903

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △75,914 △54,128

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △641,820 1,000,152

為替換算調整勘定 △316,407 △3,815,600

その他の包括利益合計 △958,228 △2,815,448

四半期包括利益 △1,452,759 △3,939,480

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,371,277 △3,877,317

非支配株主に係る四半期包括利益 △81,482 △62,162
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12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又は税金等調整
前四半期純損失（△）

580,893 △207,019

減価償却費 1,547,331 1,545,179

のれん償却額 1,485,584 1,271,289

長期前払費用償却額 736,162 534,833

賞与引当金の増減額（△は減少） △399,399 △338,403

工事損失引当金の増減額（△は減少） △238,775 11,922

受取利息及び受取配当金 △5,952 △4,855

支払利息 122,636 116,603

投資有価証券売却損益（△は益） △59,647 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,043,348

売上債権の増減額（△は増加） △311,404 △9,678,061

たな卸資産の増減額（△は増加） △461,043 △535,134

仕入債務の増減額（△は減少） 454,773 3,250,365

その他の資産の増減額（△は増加） 53,296 158,893

その他の負債の増減額（△は減少） △2,992,408 △347,014

その他 82,246 234,396

小計 594,292 △2,943,657

利息及び配当金の受取額 6,061 4,982

利息の支払額 △113,439 △110,230

法人税等の還付額 367 2,195

法人税等の支払額 △762,935 △552,847

営業活動によるキャッシュ・フロー △275,653 △3,599,556

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 36,657 299,006

定期預金の預入による支出 － △224,818

有形固定資産の取得による支出 △944,802 △1,125,311

無形固定資産の取得による支出 △1,449,482 △2,214,789

投資有価証券の売却による収入 65,517 －

投資有価証券の取得による支出 － △224,166

長期前払費用の取得による支出 △1,450,259 △734,575

貸付けによる支出 △19,641 △11,441

その他 △859,189 △471,090

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,621,200 △4,707,186

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） 4,899,600 7,427,280

長期借入れによる収入 3,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △2,916,670 △1,500,000

配当金の支払額 △757,402 △725,453

その他 － 97

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,225,527 5,201,924

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105,994 △524,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △777,320 △3,629,034

現金及び現金同等物の期首残高 13,028,308 10,732,361

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,250,987 7,103,326
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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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