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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47期

第３四半期連結
累計期間

第48期
第３四半期連結

累計期間
第47期

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　12月31日

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　12月31日

自平成27年
　４月１日
至平成28年
　３月31日

売上高 （千円） 6,877,735 6,056,653 10,890,665

経常利益又は経常損失（△） （千円） △259,410 △986,179 283,157

親会社株主に帰属する四半期純損失

（△）又は親会社株主に帰属する当

期純利益

（千円） △226,317 △735,386 201,047

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △208,585 △674,757 23,256

純資産額 （千円） 2,393,894 1,906,728 2,625,584

総資産額 （千円） 12,725,780 13,795,110 14,079,761

１株当たり四半期純損失金額（△）

又は１株当たり当期純利益金額
（円） △25.72 △83.59 22.85

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 （％） 18.8 13.8 18.6

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 85,392 249,923 488,472

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △69,814 △478,504 △115,798

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △755,344 △97,175 △451,378

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高
（千円） 2,216,159 2,551,464 2,877,221

 

回次
第47期

第３四半期連結
会計期間

第48期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成27年
　10月１日
至平成27年
　12月31日

自平成28年
　10月１日
至平成28年
　12月31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（△）
（円） 0.35 △20.65

　（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．第47期第３四半期連結累計期間及び第48期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４．第47期の潜在株式調整後１株当たり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。

５．四半期連結財務諸表規則第５条の２第３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。
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２【事業の内容】

　当第３四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３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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３四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】

（1）経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用、所得環境の改善が続き、個人消費も持ち直しの動

きがみられるなど、緩やかな回復基調が続いておりますが、英国のＥＵ離脱問題などの要因により、海外経済の

不確実性が高まるなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような経済環境のもと、当連結グループは、交通システム機器、メカトロ機器、特機システム機器の各

部門において営業活動を展開してまいりました。その結果、売上高につきましては60億５千６百万円となり、ほ

ぼ計画どおり推移したものの、前年同四半期連結累計期間と比べ11.9％減少いたしました。これは、前年同四半

期連結累計期間の売上高には交通システム機器部門の計画前倒し分が含まれていたことによるものです。

損益面につきましては、経費の削減及び原価低減に努めてまいりましたが、売上高の減少に加え、試験研究費

が増加したこともあり、営業損失は９億５千５百万円（前年同四半期連結累計期間は２億１千６百万円の損

失）、経常損失は９億８千６百万円（同２億５千９百万円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は７億

３千５百万円（同２億２千６百万円の損失）となりました。

 

（2）財政状態の分析

（総資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は137億９千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億８千

４百万円減少いたしました。これは、主に受取手形及び売掛金の減少19億１千８百万円、現金及び預金の減少３

億２千５百万円、仕掛品の増加10億８千１百万円、有形固定資産の増加２億８百万円、商品及び製品の増加１億

８千３百万円等によるものです。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債は118億８千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億３千４

百万円増加いたしました。これは、主に支払手形及び買掛金の増加４億６千８百万円、長期借入金の増加２億８

千１百万円等によるものです。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は19億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億１千８百万

円減少いたしました。これは、主に利益剰余金の減少７億７千９百万円によるものです。

 

（3）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会

計年度末と比べ３億２千５百万円減少して、当第３四半期連結累計期間末には25億５千１百万円（前年同四半期

連結累計期間末は22億１千６百万円）となりました。

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

営業活動の結果により獲得した資金は、２億４千９百万円（前年同四半期連結累計期間は８千５百万円の獲

得）となりました。これは、主に売上債権の減少額19億１千８百万円、減価償却費４億７千９百万円、仕入債務

の増加額４億４千９百万円、たな卸資産の増加額13億４千６百万円、税金等調整前四半期純損失９億８千９百万

円等によるものであります。
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[投資活動によるキャッシュ・フロー]

投資活動の結果により使用した資金は、４億７千８百万円（前年同四半期連結累計期間は６千９百万円の使

用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出４億４千６百万円によるものであります。

[財務活動によるキャッシュ・フロー]

財務活動の結果により使用した資金は、９千７百万円（前年同四半期連結累計期間は７億５千５百万円の使

用)となりました。これは、主にリース債務の返済による支出３億７百万円、長期借入金の返済による支出７千

７百万円、長期借入れによる収入３億５千万円等によるものであります。

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当連結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。

（5）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は４億５千４百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当連結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）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第３四半期連結累計期間において、当連結グループの経営成績に重要な影響を与える要因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 29,600,000

計 29,600,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年２月14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 9,050,000 9,050,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数1,000株

計 9,050,000 9,050,000 － －

 

（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28年10月１日～

平成28年12月31日
－ 9,050,000 － 700,700 － 722,424

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四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３四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９月30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12月31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  252,000
－ 単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他）（注） 普通株式 8,792,000 8,792 同上

単元未満株式 普通株式    6,000 － －

発行済株式総数 9,050,000 － －

総株主の議決権 － 8,792 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数４個が含まれております。

②【自己株式等】

平成28年12月31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）

株式会社高見沢サ

イバネティックス

東京都中野区中央

２－48－５
252,000 － 252,000 2.79

計 － 252,000 － 252,000 2.79

 

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３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３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,877,221 2,551,464

受取手形及び売掛金 4,205,311 ※２ 2,286,505

商品及び製品 576,794 760,227

仕掛品 538,027 1,619,378

原材料及び貯蔵品 926,033 1,007,764

その他 333,023 700,343

流動資産合計 9,456,412 8,925,684

固定資産   

有形固定資産 3,149,703 3,358,575

無形固定資産 59,158 69,166

投資その他の資産 ※１ 1,414,487 ※１ 1,441,683

固定資産合計 4,623,349 4,869,425

資産合計 14,079,761 13,795,110

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,199,732 ※２ 2,668,389

短期借入金 4,293,200 4,267,000

未払法人税等 92,373 6,169

賞与引当金 171,108 117,895

その他 782,467 728,738

流動負債合計 7,538,881 7,788,192

固定負債   

長期借入金 261,000 542,000

退職給付に係る負債 2,244,471 2,282,187

資産除去債務 38,166 38,175

長期未払金 92,128 92,128

その他 1,279,529 1,145,698

固定負債合計 3,915,295 4,100,189

負債合計 11,454,177 11,888,381

純資産の部   

株主資本   

資本金 700,700 700,700

資本剰余金 722,424 722,424

利益剰余金 1,367,456 588,080

自己株式 △96,686 △96,796

株主資本合計 2,693,894 1,914,409

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 104,828 126,840

退職給付に係る調整累計額 △173,139 △134,520

その他の包括利益累計額合計 △68,310 △7,680

純資産合計 2,625,584 1,906,728

負債純資産合計 14,079,761 13,795,110
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 6,877,735 6,056,653

売上原価 5,304,459 5,070,015

売上総利益 1,573,275 986,637

販売費及び一般管理費 1,789,963 1,941,662

営業損失（△） △216,687 △955,024

営業外収益   

受取利息 273 209

受取配当金 7,173 7,237

不動産賃貸料 6,900 7,020

その他 5,408 7,059

営業外収益合計 19,754 21,526

営業外費用   

支払利息 53,096 44,826

その他 9,381 7,855

営業外費用合計 62,477 52,681

経常損失（△） △259,410 △986,179

特別損失   

固定資産除却損 2,868 3,066

災害による損失 869 －

特別損失合計 3,738 3,066

税金等調整前四半期純損失（△） △263,148 △989,246

法人税、住民税及び事業税 10,574 10,107

法人税等調整額 △47,405 △263,966

法人税等合計 △36,830 △253,859

四半期純損失（△） △226,317 △735,386

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △226,317 △735,386
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純損失（△） △226,317 △735,386

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,945 22,011

退職給付に係る調整額 10,787 38,618

その他の包括利益合計 17,732 60,629

四半期包括利益 △208,585 △674,757

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △208,585 △674,757
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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３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31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損失（△） △263,148 △989,246

減価償却費 451,931 479,620

賞与引当金の増減額（△は減少） △67,536 △53,213

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 40,660 37,715

受取利息及び受取配当金 △7,446 △7,447

支払利息 53,096 44,826

有形固定資産除却損 2,868 3,066

売上債権の増減額（△は増加） 2,219,595 1,918,806

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,212,850 △1,346,514

仕入債務の増減額（△は減少） △703,063 449,171

その他 △356,936 △159,994

小計 157,170 376,790

利息及び配当金の受取額 7,431 7,429

利息の支払額 △50,119 △43,960

法人税等の支払額 △29,089 △90,334

営業活動によるキャッシュ・フロー 85,392 249,923

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △13,027 △3,069

有形固定資産の取得による支出 △53,279 △446,347

無形固定資産の取得による支出 △1,941 －

その他 △1,565 △29,087

投資活動によるキャッシュ・フロー △69,814 △478,504

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） △701,000 △17,500

長期借入れによる収入 300,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △48,900 △77,700

リース債務の返済による支出 △261,162 △307,877

自己株式の取得による支出 △286 △109

配当金の支払額 △43,995 △43,988

財務活動によるキャッシュ・フロー △755,344 △97,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △739,766 △325,756

現金及び現金同等物の期首残高 2,955,926 2,877,221

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,216,159 ※ 2,551,464
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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、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

（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）

（原価差異の繰延処理）

　季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当

該原価差異を流動資産の「その他」として繰り延べております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成28年12月31日）

投資その他の資産 16,050千円 16,050千円

 

※２．四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次の

とおりであります。

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成28年12月31日）

受取手形 － 75,504千円

支払手形 － 234,298

 

（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

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

現金及び預金勘定 2,216,159千円 2,551,464千円

現金及び現金同等物 2,216,159 2,551,464
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）

１．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 43,995 5.00  平成27年３月31日  平成27年６月29日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１．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 43,988 5.00  平成28年３月31日  平成28年６月30日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成28年４月１日　至平成28年12月31日）

当連結グループは、電子制御機器の製造販売及びこれら付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。

 

（１株当たり情報）

　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３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 25円72銭 83円59銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額

（千円）
226,317 735,386

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

損失金額（千円）
226,317 735,386

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,798 8,797

　（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、１株当たり四半期純損失金額であり、また、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２月14日

株式会社高見沢サイバネティックス

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉澤　祥次　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 藤田　建二　　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」に掲げられている株式会社高見沢
サイバネティックスの平成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３四半期連結会計期間（平成28年
10月１日から平成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31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、株式会社高見沢サイバネティックス及び連結子会社の平成28年12月31
日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四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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