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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年６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 ％

29年３月期第１四半期 5,664 2.6 135 ― 103 ― 114 ―

28年３月期第１四半期 5,521 10.6 △43 ― △41 ― △53 ―
(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 △162百万円( ―％) 28年３月期第１四半期 97百万円( 191.5％)
　

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１四半期 17.35 ―

28年３月期第１四半期 △8.16 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第１四半期 18,886 7,549 40.0

28年３月期 19,048 7,777 40.8
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 7,549百万円 28年３月期 7,777百万円
　

　

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

29年３月期 ―

29年３月期(予想) 10.00 ― 10.00 20.00
(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．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、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 11,300 △4.7 200 90.1 190 115.1 100 △58.3 15.15

通期 24,000 △0.3 800 16.8 770 15.2 450 △23.6 68.19
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

決算短信（宝印刷） 2016年08月05日 15時31分 1ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



※ 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）
北京康泰克電子技術
有限公司

　

　(注) 詳細は、添付資料３ページ「（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

　

（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 ： 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
　

　

（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１Ｑ 6,600,000株 28年３月期 6,600,000株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 308株 28年３月期 308株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 6,599,692株 28年３月期１Ｑ 6,599,692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す。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。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２ページ「（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。
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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（平成28年４月１日～平成28年６月30日）におけるわが国経済は、中国を始めとする

新興国経済の景気減速懸念、英国のEU離脱問題及び年初からの急激な為替の変動等により、先行きの不透明感が高

まってまいりました。

当社におきましては、産業用コンピュータ製品及びネットワーク製品について半導体製造装置関連市場向けの販

売が好調に推移するなど電子機器製品の売上が増加いたしました。また、米国市場では、医療機器業界向けの産業

用コンピュータの販売が堅調に推移いたしました。

なお、EMS製品（物流システム用制御機器の受託生産）につきましては、株式会社ダイフクでの内製化が進んだ

ことに伴い売上が減少いたしました。

この結果、当社グループの売上高は5,664百万円（前年同期比2.6％増）となりました。利益面につきましては、

電子機器製品の販売増により、営業利益は135百万円、経常利益は103百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益

は114百万円となりました。

なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は18,886百万円となり、前連結会計年度末に比べ162百万円減

少いたしました。これは主に売上債権の減少783百万円、現金及び預金の増加616百万円によるものであります。

　

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は11,337百万円となり、前連結会計年度末に比べ66百万円増加

いたしました。これは主にその他流動負債の増加299百万円、仕入債務の減少159百万円、未払法人税等の減少81百

万円によるものであります。

　

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は7,549百万円となり、前連結会計年度末に比べ228百万円減

少いたしました。これは主に為替換算調整勘定の減少293百万円、利益剰余金の増加48百万円、退職給付に係る調

整累計額の増加18百万円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３月期の業績予想につきましては、平成28年５月11日の決算短信で公表いたしました業績予想に変更は

ありません。なお、修正が必要と判断した場合には、速やかにお知らせいたします。
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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

当社は、当第１四半期連結会計期間において、連結子会社であった北京康泰克電子技術有限公司を清算し、連結

の範囲から除外しております。

（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）

（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）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

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。

この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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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１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,858,366 3,474,409

受取手形及び売掛金 5,288,546 4,505,427

商品及び製品 2,040,145 2,322,725

仕掛品 1,206,737 993,622

原材料及び貯蔵品 2,096,679 2,062,339

繰延税金資産 240,079 289,852

その他 180,024 206,790

貸倒引当金 △8,866 △6,874

流動資産合計 13,901,713 13,848,292

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 833,145 843,807

機械装置及び運搬具（純額） 46,442 46,141

工具、器具及び備品（純額） 132,328 119,229

土地 1,389,919 1,389,919

リース資産（純額） 28,478 24,714

建設仮勘定 1,772 37,982

有形固定資産合計 2,432,087 2,461,796

無形固定資産

のれん 1,752,502 1,604,240

ソフトウエア 221,016 202,263

その他 45,699 69,950

無形固定資産合計 2,019,218 1,876,455

投資その他の資産

投資有価証券 411,819 410,486

繰延税金資産 138,044 140,576

退職給付に係る資産 61,152 67,422

その他 84,445 81,395

投資その他の資産合計 695,461 699,881

固定資産合計 5,146,767 5,038,133

資産合計 19,048,481 18,886,426
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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１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,653,132 3,493,316

短期借入金 1,254,447 1,257,710

1年内返済予定の長期借入金 1,260,000 1,260,000

リース債務 15,055 14,729

繰延税金負債 - 1,458

未払法人税等 201,188 119,985

その他 997,320 1,297,298

流動負債合計 7,381,144 7,444,498

固定負債

長期借入金 3,070,000 3,055,000

リース債務 13,607 10,169

繰延税金負債 6,147 5,747

退職給付に係る負債 799,164 819,070

その他 1,121 2,791

固定負債合計 3,890,041 3,892,779

負債合計 11,271,186 11,337,277

純資産の部

株主資本

資本金 1,119,600 1,119,600

資本剰余金 103,909 103,909

利益剰余金 5,518,698 5,567,195

自己株式 △216 △216

株主資本合計 6,741,992 6,790,488

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 243,184 241,933

為替換算調整勘定 1,022,543 728,804

退職給付に係る調整累計額 △230,425 △212,078

その他の包括利益累計額合計 1,035,302 758,659

純資産合計 7,777,294 7,549,148

負債純資産合計 19,048,481 18,886,426
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 5,521,452 5,664,198

売上原価 4,255,637 4,291,074

売上総利益 1,265,814 1,373,124

販売費及び一般管理費

販売費 705,884 655,300

一般管理費 603,599 582,050

販売費及び一般管理費合計 1,309,484 1,237,350

営業利益又は営業損失（△） △43,669 135,773

営業外収益

受取利息 430 388

受取配当金 13,137 1,546

受取賃貸料 3,366 1,545

保険解約返戻金 5,540 -

その他 1,585 2,086

営業外収益合計 24,061 5,567

営業外費用

支払利息 11,529 11,870

為替差損 1,324 15,196

外国源泉税 8,378 10,105

その他 975 267

営業外費用合計 22,207 37,440

経常利益又は経常損失（△） △41,815 103,901

特別利益

関係会社清算益 - 27,641

特別利益合計 - 27,641

特別損失

固定資産除却損 1,523 1,225

特別損失合計 1,523 1,225

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（△）

△43,339 130,316

法人税、住民税及び事業税 43,860 73,478

法人税等調整額 △41,945 △57,654

法人税等合計 1,914 15,823

四半期純利益又は四半期純損失（△） △45,253 114,493

（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（△）

△53,870 114,493

非支配株主に帰属する四半期純利益 8,616 -

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 126,346 △1,251

繰延ヘッジ損益 3,963 -

為替換算調整勘定 5,815 △293,739

退職給付に係る調整額 6,356 18,347

その他の包括利益合計 142,482 △276,642

四半期包括利益 97,228 △162,149

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 88,804 △162,149

非支配株主に係る四半期包括利益 8,423 -
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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。

（セグメント情報等）

当社グループの事業セグメントは、「電子機器事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を

省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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