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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第49期

第１四半期連結
累計期間

第50期
第１四半期連結

累計期間
第49期

会計期間

自平成28年
 ４月１日
至平成28年
 ６月30日

自平成29年
 ４月１日
至平成29年
 ６月30日

自平成28年
 ４月１日
至平成29年
 ３月31日

売上高 （千円） 10,761,714 11,633,489 44,807,202

経常利益 （千円） 1,088,578 1,783,633 6,141,988

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（千円） 909,752 1,249,589 4,226,502

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 860,649 1,262,413 4,421,112

純資産額 （千円） 38,344,690 42,531,396 41,592,964

総資産額 （千円） 49,691,649 53,329,810 52,147,228

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 75.82 104.14 352.23

潜在株式調整後

１株当たり四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 77.17 79.75 79.76

営業活動による

キヤッシュ・フロー
（千円） 1,308,844 1,984,687 5,858,584

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △1,138,445 △1,042,902 △4,293,467

財務活動による

キヤッシュ・フロー
（千円） △180,796 △226,417 △1,184,949

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（千円） 21,664,516 22,767,542 22,053,811

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在していないため記載しており

ません。

４．四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日（平成29年８月10日）現在において当社グループ（当社およ

び連結子会社）が判断したものであります。

(1)　業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善や堅調な雇用・所得情勢を背景に緩やかな回

復基調で推移いたしました。海外において、欧米では内需の底堅さから好景気が続き、新興国においても持ち直し

の兆しが見られる一方で、政治や国際情勢の不安定さから先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの属する電子部品業界におきましては、携帯情報端末の高機能化や自動車関連など産業機器向け部

品の市場拡大がけん引役となり好調に推移いたしました。

このような情勢のなかで、当社グループの当第１四半期連結累計期間の連結売上高は11,633百万円（前年同期比

871百万円増、8.1％増）、営業利益は1,697百万円（前年同期比373百万円増、28.2％増）、経常利益は1,783百万

円（前年同期比695百万円増、63.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,249百万円（前年同期比339百

万円増、37.4％増）となりました。

当社グループの種類別区分ごとの業績でありますが、集積回路は、産業機器向けＩＣの受注が堅調に推移したこ

とにより、売上高は10,246百万円（前年同期比713百万円増、7.5％増）となりました。機能部品は、サーマルプリ

ントヘッドの受注が増加したため、売上高は1,338百万円（前年同期比111百万円増、9.1％増）となりました。

(2)　キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、22,767百万円となり、

前連結会計年度末と比較して713百万円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、増加した資金は1,984百万円（前年同期の増加した資金は1,308百万円）となりました。主な資

金増加の要因は、税金等調整前四半期純利益1,730百万円、減価償却費607百万円、仕入債務の増加額331百万円、

その他の負債の増加額481百万円等であり、主な資金減少の要因は、法人税等の支払額559百万円、賞与引当金の減

少額576百万円等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）

投資活動の結果、減少した資金は1,042百万円（前年同期の減少した資金は1,138百万円）となりました。主な資

金減少の要因は、有形固定資産の取得による支出1,012百万円、無形固定資産の取得による支出22百万円等であり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、減少した資金は226百万円（前年同期の減少した資金は180百万円）となりました。資金増加の

要因は、短期借入れによる収入570百万円であり、資金減少の要因は、長短借入金の返済による支出399百万円、

リース債務の返済による支出72百万円、配当金の支払額323百万円によるものであります。

(3)　経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

(4)　事業上および財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
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(5)　研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、316百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(6)　財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産の部につきましては、現金及び預金など流動資産の増加、機械装置など有形

固定資産の増加により53,329百万円（前連結会計年度末比1,182百万円増）となりました。負債の部につきまして

は、支払手形及び買掛金など流動負債の増加により10,798百万円（前連結会計年度末比244百万円増）となりまし

た。これらの結果、純資産の部は42,531百万円（前連結会計年度末比938百万円増）となり、自己資本比率は

79.8％となりました。

EDINET提出書類

アオイ電子株式会社(E02051)

四半期報告書

 4/16



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,600,000

計 40,600,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成29年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 12,000,000 12,000,000
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株

計 12,000,000 12,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

平成29年４月１日～

平成29年６月30日
－ 12,000,000 － 4,545,500 － 5,790,950

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成29年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成29年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　　700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,997,500 119,975 －

単元未満株式 普通株式　　　1,800 － －

発行済株式総数 　　　　 12,000,000 － －

総株主の議決権 － 119,975 －

 

②【自己株式等】

平成29年６月30日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

アオイ電子株式会社
香川県高松市

香西南町455-1
700 － 700 0.01

計 － 700 － 700 0.01

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）および第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について監査法人ラットランドによる四半期レビューを受けております。
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１【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 22,053,811 22,767,542

受取手形及び売掛金 11,099,737 11,118,791

商品及び製品 117,837 74,763

仕掛品 716,401 786,920

原材料及び貯蔵品 982,910 1,100,736

前払費用 75,923 71,987

繰延税金資産 434,331 269,562

その他 132,875 141,436

貸倒引当金 △318,107 △370,374

流動資産合計 35,295,720 35,961,366

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,505,041 16,298,729

減価償却累計額及び減損損失累計額 △11,854,651 △11,805,186

建物及び構築物（純額） 4,650,390 4,493,542

機械装置及び運搬具 40,282,566 41,165,644

減価償却累計額及び減損損失累計額 △37,355,172 △37,665,310

機械装置及び運搬具（純額） 2,927,394 3,500,334

工具、器具及び備品 7,275,084 7,255,403

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,996,901 △6,972,102

工具、器具及び備品（純額） 278,182 283,301

土地 3,341,404 3,341,404

リース資産 256,861 288,346

減価償却累計額及び減損損失累計額 △102,024 △114,172

リース資産（純額） 154,837 174,173

建設仮勘定 590,102 697,104

有形固定資産合計 11,942,311 12,489,861

無形固定資産   

のれん 199,770 196,599

その他 266,004 253,760

無形固定資産合計 465,774 450,360

投資その他の資産   

投資有価証券 2,474,003 2,461,304

退職給付に係る資産 110,778 111,992

繰延税金資産 288,851 282,555

その他 1,569,788 1,572,370

投資その他の資産合計 4,443,422 4,428,222

固定資産合計 16,851,507 17,368,443

資産合計 52,147,228 53,329,810
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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 3,375,283 3,598,574

電子記録債務 1,009,576 1,117,000

短期借入金 190,000 475,000

1年内返済予定の長期借入金 459,188 459,188

リース債務 59,787 60,844

未払金 1,834,784 2,252,478

未払法人税等 674,360 360,680

賞与引当金 781,922 205,909

その他 827,565 976,476

流動負債合計 9,212,468 9,506,152

固定負債   

長期借入金 425,313 310,516

リース債務 101,233 116,631

役員退職慰労引当金 21,834 21,834

退職給付に係る負債 470,637 463,420

資産除去債務 26,874 26,910

その他 295,902 352,948

固定負債合計 1,341,795 1,292,260

負債合計 10,554,264 10,798,413

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,545,500 4,545,500

資本剰余金 5,790,950 5,790,950

利益剰余金 31,364,373 32,289,981

自己株式 △1,419 △1,419

株主資本合計 41,699,404 42,625,012

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 164,003 170,181

退職給付に係る調整累計額 △270,443 △263,796

その他の包括利益累計額合計 △106,439 △93,615

純資産合計 41,592,964 42,531,396

負債純資産合計 52,147,228 53,329,810
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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：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 10,761,714 11,633,489

売上原価 8,496,872 8,868,838

売上総利益 2,264,842 2,764,651

販売費及び一般管理費 940,076 1,066,851

営業利益 1,324,766 1,697,799

営業外収益   

受取利息 91 3,733

受取配当金 4,708 4,904

受取技術料 13,814 23,633

受取補償金 - 41,097

持分法による投資利益 23,525 4,596

その他 27,470 26,462

営業外収益合計 69,610 104,428

営業外費用   

支払利息 3,608 3,338

支払補償費 320 1,531

為替差損 290,882 3,711

貸与資産減価償却費 6,726 6,776

その他 4,259 3,237

営業外費用合計 305,797 18,594

経常利益 1,088,578 1,783,633

特別利益   

固定資産売却益 - 343

負ののれん発生益 324,506 -

投資有価証券売却益 31,727 -

特別利益合計 356,233 343

特別損失   

固定資産除却損 1,461 53,395

投資有価証券評価損 1,884 -

保険解約損 ※ 54,514 -

特別損失合計 57,859 53,395

税金等調整前四半期純利益 1,386,952 1,730,582

法人税、住民税及び事業税 52,658 319,138

法人税等調整額 424,541 161,854

法人税等合計 477,200 480,992

四半期純利益 909,752 1,249,589

親会社株主に帰属する四半期純利益 909,752 1,249,589
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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：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)

四半期純利益 909,752 1,249,589

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △64,248 6,177

退職給付に係る調整額 15,144 6,646

その他の包括利益合計 △49,103 12,824

四半期包括利益 860,649 1,262,413

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 860,649 1,262,413

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)

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 1,386,952 1,730,582

減価償却費 464,479 607,458

その他の償却額 16,908 16,043

のれん償却額 5,519 3,170

固定資産売却損益（△は益） - △343

固定資産除却損 1,461 53,395

投資有価証券売却損益（△は益） △31,727 -

投資有価証券評価損益（△は益） 1,884 -

負ののれん発生益 △324,506 -

保険解約損益（△は益） 54,514 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） - 52,266

賞与引当金の増減額（△は減少） △564,327 △576,012

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） - 623

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 30,326 △1,749

受取利息及び受取配当金 △4,800 △8,638

支払利息 3,608 3,338

為替差損益（△は益） 253,027 1,636

持分法による投資損益（△は益） △23,525 △4,596

売上債権の増減額（△は増加） △736,957 △19,054

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,834 △145,271

その他の資産の増減額（△は増加） △73,403 △9,334

仕入債務の増減額（△は減少） 638,372 331,416

その他の負債の増減額（△は減少） 655,060 481,079

小計 1,673,033 2,516,010

利息及び配当金の受取額 57,490 31,138

利息の支払額 △3,682 △3,334

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △417,997 △559,127

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,308,844 1,984,687

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △680,316 △1,012,653

有形固定資産の除却による支出 - △701

有形固定資産の売却による収入 - 1,500

無形固定資産の取得による支出 △49,997 △22,290

投資有価証券の売却による収入 117,121 -

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△614,517 -

保険積立金の解約による収入 100,607 -

差入保証金の回収による収入 - 164

その他の支出 △11,343 △8,921

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,138,445 △1,042,902

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 570,000 570,000

短期借入金の返済による支出 △285,000 △285,000

長期借入金の返済による支出 △114,797 △114,797

リース債務の返済による支出 △27,017 △72,639

配当金の支払額 △323,982 △323,981

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,796 △226,417

現金及び現金同等物に係る換算差額 △253,027 △1,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △263,426 713,730

現金及び現金同等物の期首残高 21,927,942 22,053,811

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 21,664,516 ※ 22,767,542
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

（追加情報）

該当事項はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

※　保険解約損

平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時をもって、取締役会長大西通義が代表取締役および取締役を退

任したことに伴う保険契約の解約損であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 
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）

現金及び預金勘定 21,664,516千円 22,767,542千円

現金及び現金同等物 21,664,516 22,767,542
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（株主資本等関係）

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）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日

定時株主総会
普通株式 323,982 27 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

 

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）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日

定時株主総会
普通株式 323,981 27 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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）および当第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）

当社グループは、電気・電子部品の製造販売を事業内容とする単一セグメントであり、当社グループ全体で包

括的な事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。よって、セグメント情報の記載は省略しております。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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）

 １株当たり四半期純利益 75円82銭 104円14銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する

四半期純利益（千円）
909,752 1,249,589

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（千円）
909,752 1,249,589

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,999 11,999

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書  

  

   平成29年８月８日  

     

アオイ電子株式会社     

取締役会　御中     

    

     

 監査法人　ラットランド  

     

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 長谷川　正治　　印  

     

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 小　野　　泰　　印  

     

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアオイ電子株
式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日か
ら平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期
連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結
キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アオイ電子株式会社及び連結子会社の平成29年６月30日現在の財
政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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