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(百万円未満切捨て)

１．平成29年12月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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12月期第１四半期 5,948 44.5 618 75.0 634 80.9 136 △12.5

29年３月期第１四半期 4,116 △28.4 353 △49.3 350 △49.8 156 △66.4
(注) 包括利益 29年12月期第１四半期 299百万円( -％) 29年３月期第１四半期 △260百万円( -％)
　

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12月期第１四半期 14.73 -

29年３月期第１四半期 16.83 -
　

　

（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12月期第１四半期 48,963 27,984 45.2 2,383.33

29年３月期 46,330 27,268 47.5 2,371.64
(参考) 自己資本 29年12月期第１四半期 22,122百万円 29年３月期 22,014百万円
　　

　

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 － 0.00 － 0.00 0.00

29年12月期 －
　

　

３．平成29年12月期第２四半期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成29年９月30日）
　当社グループが属する半導体業界は市場環境が短期間に変化するという特徴があり、１年間の業績予想を作成する
ことが困難であります。従いまして、当社グループの連結業績予想につきましては、翌四半期の業績予想のみを開示
することといたします。詳細は、添付資料「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。
　また、通期業績予想を作成することが困難であるため、配当予想については開示いたしておりませんが、開示でき
るようになりましたら適時、公表することといたします。

(％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) 12,100 43.5 1,450 106.1 1,450 102.6 400 77.0 43.09
(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
　　

（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
　

詳細は、添付資料６ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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 ： 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) 29年12月期１Ｑ 9,282,500株 29年３月期 9,282,500株

② 期末自己株式数 29年12月期１Ｑ 145株 29年３月期 145株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期１Ｑ 9,282,355株 29年３月期１Ｑ 9,282,355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「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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）
　当社は、決算補足説明資料を当社ウェブサイトに掲載いたします。
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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１四半期連結累計期間において、当社グループでは車載向け製品等の需要が好調を維持したことや、株式会

社テラプローブ会津を新たに連結子会社としたことなどから、前四半期と比較して、売上高は増加いたしました。

一方、受託量増加に対応した設備投資に伴う減価償却費の増加や、公開買付け及び事業譲渡に伴う一時的な諸費用

の発生などにより、前四半期と比較して、利益は減少いたしました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの売上高は5,948百万円（前年同期比44.5%増）、営業

利益は618百万円（前年同期比75.0%増）、経常利益は634百万円（前年同期比80.9%増）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は136百万円（前年同期比12.5%減）となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。なお、セグメント別の業績には連結調整、為替換算レート調整

額及びセグメント別に配分されない費用を含んでおりません。

① メモリ事業

当第１四半期のメモリ事業は、主要顧客の生産ミックスの変化による影響が大きく、前四半期と比較して、売

上高、利益ともに減少いたしました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間のメモリ事業の売上高は2,891百万円（前年同期比1.6%増）、セグメ

ント利益は569百万円（前年同期比23.0%減）となりました。

② システムLSI事業

当第１四半期のシステムLSI事業は、車載向け製品等の受託量の増加や、株式会社テラプローブ会津の連結子会

社化により、前四半期と比較して、売上高、利益ともに増加いたしました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間のシステムLSI事業の売上高は3,005百万円（前年同期比124.1%増）、

セグメント利益は517百万円（前年同期は32百万円の損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末における総資産は48,963百万円となり、前連結会計年度末比2,632百万円の増加とな

りました。これは主に、有形固定資産が4,096百万円増加した一方で、有価証券が1,000百万円減少したことによる

ものです。

負債は20,979百万円となり、前連結会計年度末比1,917百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金（1

年以内返済予定の長期借入金を含む）が740百万円、短期借入金が1,061百万円それぞれ増加したことによるもので

す。

純資産は27,984百万円となり、前連結会計年度末比715百万円の増加となりました。これは主に、親会社株主に帰

属する四半期純利益の計上により利益剰余金が136百万円、非支配株主持分が607百万円それぞれ増加したことによ

るものです。

（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12月期第２四半期において、メモリ事業は、主要顧客の生産ミックスの変化による影響は続くものの、

全体として売上高は横ばいするものと予想しております。

システムLSI事業は、車載向け製品の受託量が引き続き増加するものと予想しております。

これらの結果、当社グループの第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が12,100百万円、営業利益が1,450百万

円、経常利益が1,450百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は400百万円と予想しております。
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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１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,942,599 11,437,591

受取手形及び売掛金 5,825,512 6,074,145

有価証券 1,000,000 -

製品 68,124 33,428

仕掛品 303,864 305,863

原材料及び貯蔵品 52,518 57,179

その他 1,141,482 1,217,719

流動資産合計 20,334,101 19,125,928

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 13,632,192 14,589,584

建設仮勘定 5,416,883 7,567,975

その他（純額） 5,951,230 6,939,035

有形固定資産合計 25,000,306 29,096,594

無形固定資産 293,878 296,035

投資その他の資産

その他 702,436 445,122

貸倒引当金 △81 △81

投資その他の資産合計 702,355 445,041

固定資産合計 25,996,541 29,837,672

資産合計 46,330,642 48,963,600
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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１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 501,568 484,768

短期借入金 440,000 1,501,960

1年内返済予定の長期借入金 388,000 388,000

リース債務 609,927 577,265

未払法人税等 589,891 359,020

賞与引当金 674,667 575,581

その他 2,517,547 3,137,519

流動負債合計 5,721,603 7,024,115

固定負債

長期借入金 11,632,239 12,372,867

リース債務 1,007,241 886,189

退職給付に係る負債 248,242 253,947

その他 452,392 441,961

固定負債合計 13,340,116 13,954,966

負債合計 19,061,719 20,979,081

純資産の部

株主資本

資本金 11,823,312 11,823,312

資本剰余金 11,380,267 11,380,267

利益剰余金 △1,570,207 △1,433,459

自己株式 △128 △128

株主資本合計 21,633,244 21,769,993

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 469,906 439,012

退職給付に係る調整累計額 △88,704 △86,076

その他の包括利益累計額合計 381,201 352,935

非支配株主持分 5,254,476 5,861,590

純資産合計 27,268,922 27,984,518

負債純資産合計 46,330,642 48,963,600
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 4,116,091 5,948,454

売上原価 3,261,528 4,660,290

売上総利益 854,562 1,288,163

販売費及び一般管理費 501,011 669,300

営業利益 353,550 618,863

営業外収益

受取利息 1,245 1,165

設備賃貸料 28,157 43,944

その他 47,108 34,023

営業外収益合計 76,512 79,133

営業外費用

支払利息 20,420 37,660

持分法による投資損失 22,368 -

貸与資産減価償却費 19,403 22,272

その他 17,228 3,610

営業外費用合計 79,420 63,542

経常利益 350,642 634,454

特別利益

固定資産売却益 5,177 29,741

特別利益合計 5,177 29,741

特別損失

固定資産売却損 1,141 26,184

減損損失 43,519 -

特別損失合計 44,660 26,184

税金等調整前四半期純利益 311,158 638,011

法人税等 5,048 280,601

四半期純利益 306,110 357,410

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 156,248 136,748

非支配株主に帰属する四半期純利益 149,862 220,661

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △569,554 △60,577

退職給付に係る調整額 2,863 2,627

その他の包括利益合計 △566,690 △57,949

四半期包括利益 △260,579 299,460

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △131,360 108,482

非支配株主に係る四半期包括利益 △129,219 190,978
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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。

（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。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

合計
(注)２

メモリ事業
システム
LSI事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,846,663 1,341,341 4,188,004 △71,913 4,116,091

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 2,846,663 1,341,341 4,188,004 △71,913 4,116,091

セグメント利益 739,736 △32,131 707,605 △354,054 353,550

（注）１．セグメント利益の調整額△354,054千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△392,732千円、

連結消去58,795千円、円換算に用いた為替相場の相違による差異調整額△20,118千円であります。

全社費用は、主に報告セグメントに属していない一般管理費です。

２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「メモリ事業」において、当初予定していた用途での利用見込みがなくなった固定資産について、処分予定資産

として帳簿価額を回収可能額まで減損し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該

損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては、「メモリ事業」で43,519千円であります。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)２

合計
(注)３

メモリ事業
システム
LSI事業
(注)１

計

売上高

外部顧客への売上高 2,890,081 3,005,703 5,895,784 52,669 5,948,454

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,283 － 1,283 △1,283 －

計 2,891,365 3,005,703 5,897,068 51,385 5,948,454

セグメント利益 569,780 517,813 1,087,594 △468,731 618,863

（注）１．みなし取得日を平成29年３月31日として株式会社テラプローブ会津が子会社となったことから、当第１四

半期連結累計期間より株式会社テラプローブ会津の業績をシステムLSI事業に含めております。

２．セグメント利益の調整額△468,731千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△561,632千円、

連結消去81,117千円、円換算に用いた為替相場の相違による差異調整額11,783千円であります。

全社費用は、主に報告セグメントに属していない一般管理費です。

３．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（追加情報）

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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