




(参考)種類株式の配当の状況

　普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は、以下のとおりであります。

Ａ種優先株式
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 ― ― ― ― ―

　29年３月期 ―

　29年３月期(予想) 3,500,000.00 ― 3,500,000.00 7,000,000.00

(注）上記のＡ種優先株式は、平成28年３月31日に発行しております。
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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１四半期連結累計期間における世界経済は、米国・欧州では堅調な個人消費等に支えられて回復基調が続く

一方、中国を中心とするアジア諸国では依然として景気の減速基調が続いております。さらに英国のＥＵ離脱決定

による金融市場の動揺は景気の先行き不透明感を増大させております。国内経済においては企業収益や雇用情勢の

改善がみられ緩やかな回復基調にありましたが、円高の急激な進行等の影響により景気の先行きに対する懸念が強

まっております。

　当社グループの主要な取引先である自動車業界におきましては、世界的に好調な自動車需要を背景に堅調に推移

しており、スマートフォン業界におきましても、グローバル市場での成長率の鈍化は見られるものの、新興国を中

心とした市場においては順調な拡大も見られ全体としては堅調に推移しました。

このような市場環境のもと当社グループでは、車載用基板については、既存顧客への取引拡大と新規顧客の開拓

による売上拡大を図ったほか、ADAS（先進運転支援システム）に関わる安全や自動走行といった用途に向けた高放

熱基板や高周波基板などの高機能かつ高付加価値製品の提案を積極的におこない、今後の事業拡大への布石を打ち

つつあります。また、スマートフォン用基板につきましても、一部顧客のモデルチェンジ等による若干の調整があ

ったものの、中華系メーカーからの受注が好調に推移した結果、売上は堅調に推移しました。

さらに、一昨年から続けてきた歩留り改善や固定費・販管費削減等の経営体質の強化に向けた取組みの効果によ

り、さらなる利益体質が実現してまいりました。

しかしながら売上高・利益につきましては急激に進んだ円高の影響を受け、円換算による売上高は前年同期を下

回ったほか、経常利益もマイナスとなりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、223億１千８百万円（前年同期比0.6％減）と前年同期に比

べ１億３千２百万円の減収となりました。損益面では、営業利益が９億２千９百万円（前年同期は営業損失６億４

千７百万円）、経常損失が12億８千４百万円（前年同期は経常損失２億１千７百万円）、親会社株主に帰属する四

半期純損失が14億９千４百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失93億６千６百万円）となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第１四半期連結会計期間末の総資産は1,035億８千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ60億２千万円減

少しました。流動資産において、現金及び預金が８億６千万円増加、受取手形及び売掛金が10億２千８百万円減

少、固定資産において、有形固定資産が51億９百万円減少が主な要因であります。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末の負債は786億４千万円となり、前連結会計年度末に比べ22億１百万円減少しまし

た。流動負債において、支払手形及び買掛金が４億４千７百万円増加、短期借入金が９億２千９百万円減少、固定

負債において、長期借入金が26億１千８百万円減少が主な要因であります。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末の純資産は249億４千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億１千９百万円

減少しました。資本剰余金が80億円減少、利益剰余金が65億５百万円増加、為替換算調整勘定が22億７千１百万円

減少が主な要因であります。なお、平成28年６月28日開催の定時株主総会の決議により、資本準備金の額を80億円

減少し、その他資本剰余金に振替えるとともに、その他資本剰余金のうち80億円を繰越利益剰余金に振替えており

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月期の連結業績予想につきましては、平成28年５月13日に公表いたしました連結業績予想から変更は

ありません。
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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

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

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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。

（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)

当社及び国内連結子会社は、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。

なお、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：百万円)

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 19,532 20,393

受取手形及び売掛金 21,758 20,730

商品及び製品 3,854 3,905

仕掛品 3,263 3,284

原材料及び貯蔵品 4,496 4,428

その他 2,447 2,085

貸倒引当金 △24 △17

流動資産合計 55,329 54,810

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 21,015 18,859

機械装置及び運搬具（純額） 21,135 17,705

土地 1,488 1,488

建設仮勘定 1,734 1,965

その他（純額） 5,359 5,605

有形固定資産合計 50,733 45,623

無形固定資産 212 200

投資その他の資産 3,329 2,949

固定資産合計 54,275 48,773

資産合計 109,605 103,584
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(単位：百万円)

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 11,605 12,052

短期借入金 12,612 11,683

1年内返済予定の長期借入金 11,745 12,020

未払法人税等 147 148

賞与引当金 494 247

その他 5,384 6,068

流動負債合計 41,990 42,221

固定負債

長期借入金 32,254 29,635

役員退職慰労引当金 239 239

退職給付に係る負債 2,287 2,325

その他 4,070 4,217

固定負債合計 38,851 36,418

負債合計 80,841 78,640

純資産の部

株主資本

資本金 12,888 12,888

資本剰余金 19,745 11,745

利益剰余金 △7,659 △1,154

自己株式 △396 △396

株主資本合計 24,578 23,083

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 32 △46

繰延ヘッジ損益 △337 △302

為替換算調整勘定 4,475 2,203

退職給付に係る調整累計額 △246 △230

その他の包括利益累計額合計 3,925 1,625

非支配株主持分 260 235

純資産合計 28,764 24,944

負債純資産合計 109,605 103,584
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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：百万円)
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 22,450 22,318

売上原価 20,413 18,820

売上総利益 2,037 3,497

販売費及び一般管理費 2,684 2,568

営業利益又は営業損失（△） △647 929

営業外収益

受取利息 5 6

受取配当金 2 3

受取保険金 ― 50

為替差益 747 ―

その他 56 23

営業外収益合計 812 83

営業外費用

支払利息 305 324

為替差損 ― 1,940

その他 77 31

営業外費用合計 382 2,296

経常損失（△） △217 △1,284

特別利益

固定資産売却益 6 ―

特別利益合計 6 ―

特別損失

固定資産除売却損 41 39

減損損失 8,036 0

その他 ― 2

特別損失合計 8,078 43

税金等調整前四半期純損失（△） △8,289 △1,327

法人税等 1,077 169

四半期純損失（△） △9,366 △1,497

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） ― △2

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △9,366 △1,494
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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：百万円)
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)

四半期純損失（△） △9,366 △1,497

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 26 △78

繰延ヘッジ損益 △6 34

為替換算調整勘定 515 △2,277

退職給付に係る調整額 △62 16

その他の包括利益合計 473 △2,305

四半期包括利益 △8,893 △3,802

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △8,893 △3,794

非支配株主に係る四半期包括利益 ― △8
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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）

当社は、平成28年６月28日開催の定時株主総会の決議により、平成28年６月30日付で会社法第448条第１項の規

定に基づき資本準備金の額を8,000百万円減少し、その他資本剰余金に振替えるとともに、会社法第452条の規定

に基づき、その他資本剰余金のうち8,000百万円を繰越利益剰余金に振替え、欠損の補填を行いました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本剰余金が11,745百万円、利益剰余金が△1,154百万円とな

っております。

　

（セグメント情報等）

当社グループは、電子回路基板等の設計、製造販売及びこれらの付随業務の電子関連事業を主とし、その他の

事業については、重要性が乏しいため、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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