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(百万円未満切捨て)

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 2,979 20.8 94 26.4 106 45.5 81 37.8

29年３月期第２四半期 2,466 △2.8 74 10.2 73 △2.9 59 8.7
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 124百万円( 253.8％) 29年３月期第２四半期 57百万円( 63.1％)
　

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 16.07 -

29年３月期第２四半期 11.66 -
　

　

（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 ％

30年３月期第２四半期 5,222 2,748 52.6

29年３月期 5,002 2,650 53.0
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 2,748百万円 29年３月期 2,650百万円
　

　

　

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 - 5.00 5.00

30年３月期 0.00

30年３月期(予想) - 7.00 7.00

(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 6,287 21.0 294 84.8 290 86.5 228 73.7 45.06
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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 ： 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 ： 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 5,090,000株 29年３月期 5,090,000株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 11,264株 29年３月期 8,591株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 5,079,769株 29年３月期２Ｑ 5,081,409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
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「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。

決算短信（宝印刷） 2017年11月08日 09時42分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社栄電子(7567) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………２

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………３

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………３

（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 …………………………………………５

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………７

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………８

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………８

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………８

決算短信（宝印刷） 2017年11月08日 09時42分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社栄電子(7567) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 2 ―

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において当社グループは、主力市場である半導体製造装置関連業界がＡＩやＩoＴに関

連する需要の拡大により引き続き好調に推移し、また、市場やお客様の様々な要求に柔軟に対応する「プロジェク

ト型拡販活動」の継続・実践の成果により獲得した案件について売上を伸ばすことができました。更に、既存取扱

メーカーにおいても新たな商材を拡販テーマとした活動を展開し、新規案件の獲得や拡販活動に注力した結果、前

年同四半期に比べ増収増益となりました。

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高2,979百万円(前年同四半期比20.8％増）、営業利益94百万円(前年同

四半期比26.4％増）、経常利益106百万円（前年同四半期比45.5％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益81百万

円（前年同四半期比37.8％増）となりました。

　なお、当社グループは単一セグメントのため、セグメント別の記載は行っておりません。

（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、5,222百万円（前連結会計年度末比219百万円、4.4％増）となり

ました。

流動資産は3,017百万円で、前連結会計年度末に比べ255百万円増加いたしました。主として現金及び預金、受取

手形及び売掛金等の増加によるものです。

固定資産は2,204百万円で、前連結会計年度末に比べ35百万円減少いたしました。主として設備等の減価償却によ

る減少です。

負債は、2,473百万円（前連結会計年度末比121百万円、5.2％増）となりました。

流動負債は2,232百万円で、前連結会計年度末に比べ116百万円増加いたしました。主として支払手形及び買掛金、

その他の流動負債の増加によるものです。

固定負債は240百万円で、前連結会計年度末に比べ５百万円増加いたしました。主として繰延税金負債の増加と長

期借入金の減少によるものです。

純資産は、2,748百万円（前連結会計年度末比97百万円、3.7％増）となりました。主として利益剰余金とその他

有価証券評価差額金の増加によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の業績予想につきましては、現時点において、平成29年５月12日に公表しました通期の業績予想

について変更はありません。
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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 772,618 848,146

受取手形及び売掛金 1,533,062 1,595,126

電子記録債権 130,523 195,203

商品 295,751 352,435

繰延税金資産 17,876 16,126

その他 13,474 11,727

貸倒引当金 △816 △960

流動資産合計 2,762,492 3,017,805

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 537,474 523,705

土地 1,164,996 1,158,875

その他（純額） 5,438 4,237

有形固定資産合計 1,707,908 1,686,818

無形固定資産 37,977 37,188

投資その他の資産

投資有価証券 465,487 452,799

その他 60,865 60,464

貸倒引当金 △32,339 △32,728

投資その他の資産合計 494,013 480,536

固定資産合計 2,239,899 2,204,542

資産合計 5,002,392 5,222,347

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,251,295 1,383,795

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 50,000 30,000

未払法人税等 25,095 24,171

賞与引当金 25,707 23,444

その他 64,231 71,562

流動負債合計 2,116,330 2,232,973

固定負債

長期借入金 95,000 85,000

繰延税金負債 112,450 128,012

退職給付に係る負債 21,714 23,056

その他 6,014 4,430

固定負債合計 235,178 240,499

負債合計 2,351,509 2,473,472
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 372,500 372,500

利益剰余金 1,644,632 1,700,874

自己株式 △3,828 △4,912

株主資本合計 2,513,303 2,568,462

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 137,316 180,262

為替換算調整勘定 263 150

その他の包括利益累計額合計 137,579 180,412

純資産合計 2,650,883 2,748,874

負債純資産合計 5,002,392 5,222,347
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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 2,466,274 2,979,683

売上原価 2,051,019 2,501,416

売上総利益 415,255 478,266

販売費及び一般管理費 340,313 383,552

営業利益 74,942 94,713

営業外収益

受取利息 29 9

受取配当金 8,626 9,601

不動産賃貸料 988 988

投資有価証券売却益 - 6,106

その他 1,443 1,260

営業外収益合計 11,087 17,965

営業外費用

支払利息 4,380 3,899

不動産賃貸費用 722 707

持分法による投資損失 5,807 1,341

その他 1,847 102

営業外費用合計 12,758 6,050

経常利益 73,272 106,629

特別損失

固定資産売却損 - 2,891

特別損失合計 - 2,891

税金等調整前四半期純利益 73,272 103,737

法人税、住民税及び事業税 13,013 21,151

法人税等調整額 1,005 936

法人税等合計 14,019 22,087

四半期純利益 59,252 81,649

親会社株主に帰属する四半期純利益 59,252 81,649
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四半期連結包括利益計算書

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)

四半期純利益 59,252 81,649

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,971 42,945

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,821 △112

その他の包括利益合計 △1,849 42,833

四半期包括利益 57,403 124,482

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 57,403 124,482

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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 73,272 103,737

減価償却費 13,598 12,269

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,839 532

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,315 1,342

投資有価証券売却損益（△は益） - △6,106

固定資産売却損益（△は益） - 2,891

長期未払金の増減額（△は減少） △81 △75

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,175 -

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,805 △2,263

受取利息及び受取配当金 △8,656 △9,610

支払利息 4,380 3,899

為替差損益（△は益） 2,168 87

持分法による投資損益（△は益） 5,807 1,341

売上債権の増減額（△は増加） △33,275 △127,132

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,155 △56,683

仕入債務の増減額（△は減少） △9,676 132,499

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,097 △2,584

その他の流動資産の増減額（△は増加） △11,165 1,794

その他の流動負債の増減額（△は減少） △283 9,281

その他 197 △474

小計 29,208 64,746

利息及び配当金の受取額 8,656 9,610

利息の支払額 △4,400 △3,946

法人税等の支払額 △17,296 △21,347

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,167 49,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入 - 6,719

投資有価証券の売却による収入 - 78,368

投資有価証券の取得による支出 △288 △442

差入保証金の回収による収入 147 -

その他 △55 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △195 84,645

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） - -

長期借入金の返済による支出 △30,000 △30,000

リース債務の返済による支出 △1,581 △1,601

配当金の支払額 △25,407 △25,407

その他 - △1,083

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,988 △58,092

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,168 △87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △43,185 75,527

現金及び現金同等物の期首残高 769,213 772,618

現金及び現金同等物の四半期末残高 726,027 848,146
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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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