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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63期

第１四半期連結
累計期間

第64期
第１四半期連結

累計期間
第63期

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　６月30日

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　６月30日

自平成27年
　４月１日
至平成28年
　３月31日

売上高 （千円） 2,097,194 1,744,933 7,621,150

経常利益又は経常損失（△） （千円） 198,932 △50,512 237,194

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属

する四半期純損失（△）

（千円） 54,675 △52,721 87,398

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 188,190 △290,956 △201,771

純資産額 （千円） 11,996,521 11,232,895 11,565,012

総資産額 （千円） 14,819,712 13,280,770 13,683,519

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） 6.64 △6.40 10.62

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 80.9 84.6 84.5

　（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まれておりません。

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

ません。

 

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（当社及び当社の関係会社）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、又は、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の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又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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）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当社グループを取り巻く経営環境は、海外においては中国をはじめとするアジ

ア新興国・資源国等の景気の下振れや、国民投票で英国がEU離脱を決めた影響で円高、株安といった急激な相場変動

が生じるなど、よりいっそう先行きの不透明感が強まっております。また国内においても個人消費と設備投資が伸び

悩み、製造業の生産活動も力強さを欠く状況となっております。

 

こうした中、当社グループは、３ヵ年の中期経営計画「Accomplish 100」では、売上面では当社グループの販売強

化項目を積極的に展開して参りました。生産面においては、準備を進めてきたフィリピンのマクタン工場の稼動が本

格的に始まり、さらに開発面では、市場ニーズを先取りする独創的な高付加価値商品をタイムリーに市場へ投入する

ための研究開発環境を整備するなど、グローバル市場における競争力を確固たるものにし、「世界一の産業用スイッ

チメーカー」となるべく積極的な施策を行っております。

 

以上のことから、当第１四半期連結累計期間の売上高は17億４千４百万円（前年同期比16.8％減）、営業利益は５

千３百万円（同69.5％減）、経常損失は為替差損が１億１千９百万円発生したことにより５千万円（前年同期は１億

９千８百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失は５千２百万円（前年同期は５千４百万円の親会社

株主に帰属する四半期純利益）となりました。

 

なお、セグメントの概況は次のとおりであります。

①　日本

日本国内は海外経済の減速懸念など先行き不透明な状況で推移し、また企業収益の改善傾向が鈍化するなど、力

強さを欠く状態が継続しております。こうした中、当社グループ販売強化項目を中心に積極的に展開して取り組み

ましたが、当第１四半期連結累計期間の外部顧客向売上高は10億６千２百万円（前年同期比0.7％増）、グループ

間の取引を含んだ売上高は15億３千６百万円（同15.1％減）となりました。

②　米国

当社グループ販売強化項目の一つであるカタログディストリビューターを中心とする「ネットセールス」に積極

的に取り組んでおりますが、米国の受注については全体的には弱含みに推移し、また為替が円高に推移したことも

あり、当第１四半期連結累計期間の売上高は５億３千１百万円（前年同期比35.1％減）となりました。

③　アジア

中国経済の成長鈍化が一層顕著となってきており、当社スイッチについても全体的には弱含みに推移しておりま

す。こうした中、当社グループ販売強化項目の一つである「特定市場」を中心に積極的に展開して取り組んで参り

ましたが、当第１四半期連結累計期間の売上高は、７億９千１百万円(前年同期比35.8％減)、外部顧客向売上高は

１億５千万円（同32.5％減）となりました。
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（２）財政状態の分析

①　資産

資産合計は132億８千万円（前連結会計年度末比４億２百万円の減少）となりました。

主な要因は、現金及び預金の増加（同３億３千３百万円の増加）、原材料及び貯蔵品の減少（同９千３百万円の

減少）、その他流動資産の減少（同２億７千２百万円の減少）、投資その他の資産の減少（同２億６千８百万円の

減少）によるものであります。

②　負債

負債合計は20億４千７百万円（前連結会計年度末比７千万円の減少）となりました。

主な要因は、その他流動負債の増加（同８千４百万円の増加）、買掛金の減少（同９千１百万円の減少）、引当

金の減少（同７千１百万円の減少）によるものであります。

③　純資産

純資産合計は112億３千２百万円（前連結会計年度末比３億３千２百万円の減少）となりました。

主な要因は、利益剰余金の減少（同９千３百万円の減少）、その他有価証券評価差額金の減少（同４千７百万円

の減少）、為替換算調整勘定の減少（同１億９千万円の減少）によるものであります。

 

（３）事業上及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、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた問題はありません。

（４）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、１億７百万円であります。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。
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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 26,000,000

計 26,000,000

 

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28年６月30日）

提出日現在
発行数(株)

（平成28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 8,425,200 8,425,200

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

1,000株

計 8,425,200 8,425,200 ― ―

 

（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28年４月１日～

平成28年６月30日
― 8,425,200 ― 951,799 ― 833,305

 

（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28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28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)
(自己保有株式)

普通株式　193,000
－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式8,202,000 8,202 －

単元未満株式 普通株式　 30,200 － －

発行済株式総数 8,425,200 － －

総株主の議決権 － 8,202 －

　（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式90株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28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(％)

(自己保有株式)

ＮＫＫスイッチズ㈱

神奈川県川崎市高津区

宇奈根715番地1
193,000 － 193,000 2.29

計 － 193,000 － 193,000 2.29

 

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ＮＫＫスイッチズ株式会社(E01974)

四半期報告書

 6/17



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）に基づいて作成しております。

 

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28年４月１日から平

成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人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 5,222,265 5,555,971

受取手形及び売掛金 1,286,539 1,240,217

商品及び製品 1,332,990 1,292,014

仕掛品 105,359 83,552

原材料及び貯蔵品 1,312,348 1,218,468

繰延税金資産 172,920 198,098

その他 465,619 192,945

貸倒引当金 △2,908 △2,570

流動資産合計 9,895,134 9,778,699

固定資産   

有形固定資産 1,962,206 1,979,109

無形固定資産 365,100 330,049

投資その他の資産 1,461,076 1,192,912

固定資産合計 3,788,384 3,502,071

資産合計 13,683,519 13,280,770

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,004,615 913,458

未払法人税等 376 14,253

引当金 120,032 48,440

その他 512,842 597,832

流動負債合計 1,637,866 1,573,984

固定負債   

繰延税金負債 131,367 111,537

退職給付に係る負債 100,526 110,476

役員退職慰労引当金 133,000 136,290

その他 115,745 115,587

固定負債合計 480,640 473,891

負債合計 2,118,507 2,047,875
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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)

純資産の部   

株主資本   

資本金 951,799 951,799

資本剰余金 833,305 833,305

利益剰余金 9,603,814 9,509,932

自己株式 △160,443 △160,443

株主資本合計 11,228,475 11,134,593

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 320,961 273,520

為替換算調整勘定 15,575 △175,219

その他の包括利益累計額合計 336,536 98,301

非支配株主持分 － －

純資産合計 11,565,012 11,232,895

負債純資産合計 13,683,519 13,280,770
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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 2,097,194 1,744,933

売上原価 1,190,857 1,035,489

売上総利益 906,337 709,443

販売費及び一般管理費 730,336 655,678

営業利益 176,000 53,765

営業外収益   

受取配当金 14,089 15,108

為替差益 12,446 －

受取賃貸料 2,828 3,481

その他 2,307 1,455

営業外収益合計 31,673 20,045

営業外費用   

支払利息 350 297

売上割引 6,981 3,046

賃貸収入原価 1,277 1,196

為替差損 － 119,632

その他 133 149

営業外費用合計 8,741 124,323

経常利益又は経常損失（△） 198,932 △50,512

特別損失   

固定資産除却損 162 11

特別損失合計 162 11

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（△）
198,769 △50,524

法人税、住民税及び事業税 71,639 27,603

法人税等調整額 72,455 △25,406

法人税等合計 144,094 2,197

四半期純利益又は四半期純損失（△） 54,675 △52,721

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

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（△）
54,675 △52,721
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 54,675 △52,721

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 91,942 △47,440

為替換算調整勘定 41,572 △190,794

その他の包括利益合計 133,515 △238,234

四半期包括利益 188,190 △290,956

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 188,190 △290,956

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（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。

　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。

 

（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。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
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）

減価償却費 92,695千円 92,433千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　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）

配当に関する事項

　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27年６月26日

定時株主総会
普通株式 49,395 6.0 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

（注）１株当たりの配当額には、特別配当１円を含んでおります。

 

Ⅱ　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）

配当に関する事項

　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 41,160 5.0 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　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）

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
合計

 日本 米国 アジア

売上高     

(1）外部顧客への売上高 1,055,818 818,412 222,964 2,097,194

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
754,025 96 1,010,058 1,764,179

計 1,809,843 818,509 1,233,022 3,861,374

セグメント利益又は損失（△） 163,661 110,114 △1,909 271,867

 

 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

利　益 金額

報告セグメント計 271,867

セグメント間取引消去 △95,866

四半期連結損益計算書の営業利益 176,000

 

３．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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Ⅱ　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）

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
合計

 日本 米国 アジア

売上高     

(1）外部顧客への売上高 1,062,753 531,593 150,586 1,744,933

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
473,386 - 640,517 1,113,903

計 1,536,139 531,593 791,104 2,858,837

セグメント利益又は損失（△） △72,310 46,365 21,490 △4,454

 

 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

利　益 金額

報告セグメント計 △4,454

セグメント間取引消去 58,220

四半期連結損益計算書の営業利益 53,765

 

３．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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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、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）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）
６円64銭 △６円40銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親

会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）

54,675 △52,721

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

利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損

失金額（△）（千円）

54,675 △52,721

普通株式の期中平均株式数（株） 8,232,608 8,232,110

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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28年８月10日

ＮＫＫスイッチズ株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 古　山　和　則　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小　泉　　　淳　㊞

 

　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ＮＫＫスイッチ

ズ株式会社の平成28年４月１日から平成29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28年４月１日

から平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28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、ＮＫＫスイッチズ株式会社及び連結子会社の平成28年６月30日現在の

財政状態及び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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