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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３四半期
連結累計期間

第50期
第３四半期
連結累計期間

第49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） 83,321,382 82,205,107 110,051,722

経常利益 （千円） 1,528,448 1,628,529 2,105,617

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（千円） 1,249,218 836,908 1,814,492

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 597,156 848,936 138,473

純資産額 （千円） 11,897,935 16,435,400 15,963,716

総資産額 （千円） 55,671,176 63,624,067 56,723,386

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 194.17 104.01 278.59

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） - 102.10 277.50

自己資本比率 （％） 21.4 25.8 28.1

 

回次

 
第49期

第３四半期
連結会計期間

 

第50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 （円） 99.90 64.62

　（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．当社は、第49期第３四半期連結累計期間において、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。

４．当社は、平成27年10月１日付で普通株式１株につき20株の株式分割を行っておりますが、第49期の期首に当

該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額を算定しております。
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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。

　なお、第１四半期連結会計期間においてUMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.を新たに設立したため、連結の範

囲に含めております。

　また、第２四半期連結会計期間においてUMC Electronics Manufacturing(Dongguan)Co.,Ltd.を新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております。当社の連結子会社であった株式会社グリーン・システムは、平成28年７月1日を

合併期日とする当社との吸収合併により消滅したため、第２四半期連結会計期間より、連結の範囲から除外しており

ます。

　当第３四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であった株式会社サイバーコアは、第三者割当増資により

持分比率が低下したため、当第３四半期連結会計期間末より連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めており

ます。
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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】

　当社は、平成28年11月22日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社サイバーコアの株式の一部

を東京センチュリー株式会社へ譲渡する株式譲渡契約の締結を決議し、同日付で締結いたしました。

　本件に関する詳細につきましては、「第４　経理の状況　１．四半期連結財務諸表　注記事項（企業結合等関

係）」に記載のとおりであります。

 

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）経営成績の分析

　当第３四半期連結累計期間の世界経済は、欧米各国の保護主義の台頭による先行きの不透明感はあるものの、総

じて堅調な展開で推移しました。

　米国においては、好調な雇用統計を背景にＦＲＢが１年振りの利上げに踏み切り、新政権が巨額財政拡張策を掲

げるなか、今後も年数回の利上げペースが想定されています。原油価格の回復、設備投資の持ち直し、住宅販売増

加、賃金上昇、個人消費の増勢持続、等を背景に、経済成長ペースは高まる見通しとなっております。

　中国においては、民間投資に底入れの動きが見られ、自動車販売の大幅増加、住宅販売の拡大、公共部門の投資

拡大、等により景気減速の動きが一服しているものの、保護貿易ムードの高まりによる輸出額の減少が懸念されま

す。

　欧州経済は、英国のＥＵ離脱に伴う政治・経済をめぐる先行き不透明感が根強く残存するものの、金融緩和にて

下支えされ、雇用環境は改善傾向にあり、個人消費も安定し、景気は回復基調にあります。

　我が国経済においては、円安が進んだこともあり、輸出・生産が上向き、企業収益は回復傾向にあります。平成

29年４月に予定されていた消費税の増税が平成31年10月に延期され、デフレ脱却を目指した量的・質的金融緩和の

枠組みが継続されるなか、停滞していた消費も持ち直しつつあります。

 

　当社グループが属するエレクトロニクス業界においては、中国・アジア向けのスマートフォン用電子部品や車載

電装関連機器の増加等により、全体としては底堅く推移しております。

　このような事業環境の下、当社グループでは、前年度に子会社化した自動車用精密金型・成形品業務が基板実装

業務との一体運営によるシナジーを出しながら順調に推移していることに加え、過去から継続的に取り組んでおり

ました車載機器、産業機器製品の取扱高が引続き安定的に伸長しております。その結果、車載・産機比率は、2018

年度目標を前倒しで達成しました。また、引続き製造全拠点においてＬＣＡ（Ｌｏｗ Ｃｏｓｔ Ａｕｔｏｍａｔｉ

ｏｎ、 自社開発の自動・省力化設備）の導入を促進させており、スマートファクトリーの礎の構築に努めており

ます。

 

　これらの活動の成果として、引続き過去最高ペースにて営業利益が推移しております。特に、今期は各展示会へ

積極的に参加し、ビジネスの更なる拡大に向け知名度向上に努めております。また、中国でのコストダウンや納期

短縮などの競争力強化に向け、橋頭工場への集約化を進めており、今期中に移管が完了する予定です。中国では、

完成車メーカーに対して、ＥＶ、ＰＨＥＶ などの「新エネ車」の生産、輸入を一定の割合で義務付ける規制の導

入も見込まれております。水面下では、車載機器分野での新たな環境保護対応向け製品等、各拠点にて多数の新規

プロジェクトを開始、今後の事業拡大に向け、開発設計、試作能力の強化に積極的に取り組むと共に、経営基盤の

強化に向け、経営品質向上委員会を発足しました。

　また、橋頭工場への集約化に伴う労働者の退職金等を、事業構造改善費用として特別損失に計上しております。

 

　　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は822億５百万円となり、前年同期に比べて11億16百万円の減

少（1.3％減）となりました。営業利益は22億73百万円と前年同期に比べて６億59百万円の増加（40.9％増）とな

り、経常利益は16億28百万円と前年同期に比べて１億円の増加（6.5％増）となりました。親会社株主に帰属する

四半期純利益は８億36百万円となり、前年同期に比べて４億12百万円の減少（33.0％減）となりました。

　当社グループは、ＥＭＳ事業とその他の事業を営んでおりますが、ほとんどがＥＭＳ事業のため、セグメント情

報の記載を省略しております。

　なお、ＥＭＳ事業の製品分野別の売上高とその他の事業の売上高は以下のとおりであります。売上高の金額につ

いては、連結相殺消去後の数値を記載しております。
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①　ＥＭＳ事業

　当社グループの主たる事業であるＥＭＳ事業の売上高は817億91百万円と前年同期に比べて12億25百万円の減

少（1.5％減）となりました。製品分野別の業績の概況は次のとおりであります。

 

（車載機器）

　　電装化の進展による取扱製品の増加、環境対応車向け動力系基板等の新規案件が相次いだことにより、売上高

は308億３百万円と前年同期に比べて55億36百万円増加（21.9％増）となりました。

 

（産業機器）

　　中国市場におけるスマートフォンや自動車製造関連での旺盛な設備投資需要を背景に増加傾向にあり、売上高

は195億52百万円と前年同期に比べて6億57百万円の増加（3.5％増）なりました。

 

（コンシューマー製品）

　　主要日系顧客の市場における低迷の影響を受け、売上高は66億68百万円と前年同期に比べて33億７千万円の減

少（33.6％減）となりました。

 

（ＯＡ機器）

　　ＯＡ機器市場の停滞により、売上高は157億95百万円と前年同期と比べ38億71百万円の減少（19.7％減）とな

りました。

 

（情報通信機器）

　　記録再生用ドライブ向け製品の市場縮小を受け、売上高は55億72百万円と前年同期に比べて14億33百万円の減

少（20.5%減）となりました。

 

（その他）

　アミューズメント機器の取扱高が安定的に推移し、売上高は33億98百万円と前年同期に比べ12億56百万円の増

加（58.7％増）となりました。

 

②　その他の事業

　人材派遣業が好調に推移し、売上高は４億13百万円と前年同期に比て１億９百万円の増加（35.8％増）となり

ました。

りました。

 

（2）財政状態の分析

①資産、負債、純資産の状況

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は636億24百万円（前連結会計年度末比12.2％増）となりまし

た。

これは主に、棚卸資産の増加、メキシコ工場建設による建設仮勘定の増加、投資有価証券の増加によるものであ

ります。

　負債につきましては、471億88百万円（前連結会計年度比15.8％増）となりました。これは主に、買掛金の増

加によるものであります。

　純資産につきましては、164億35百万円（前連結会計年度末比3.0％増）となりました。これは主に、利益剰余

金の増加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３四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

新たに生じた課題はありません。

 

（4）研究開発活動

　研究開発活動については、先進の画像鮮明化・認識技術を持った当社の関連会社である株式会社サイバーコ

アにおいて、今後成長が期待される車載分野（自動走行ほか）や防災・セキュリティ分野等の開発力強化のた

め、当第３四半期連結累計期間において研究開発費13百万円を計上いたしました。
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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 27,000,000

計 27,000,000

 

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 8,356,140 8,356,140
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 8,356,140 8,356,140 － －

 

（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12月31日 － 8,356,140 － 1,334,000 － 1,103,689

 

（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）
(普通株式)

309,400
－ －

完全議決権株式（その他）
(普通株式)

8,046,100
80,461 －

単元未満株式
(普通株式)

640
－ １単元100株未満の株式

発行済株式総数 8,356,140 － －

総株主の議決権 － 80,461 －

 

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）

ユー・エム・シー・エレ

クトロニクス株式会社

埼玉県上尾市瓦葺721番地 309,400 - 309,400 3.70

計 － 309,400 - 309,400 3.70

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）役職の異動

 新役名  新職名  旧役名  旧職名  氏名  異動年月日

 取締役副社長

 副社長執行役員

 製造本部長

 兼戦略企画室長

 取締役副社長

 副社長執行役員

 製造本部長  柏木　亮二  平成28年９月20日

 取締役副社長

 副社長執行役員

 管理本部長

 

 取締役副社長

 副社長執行役員

 管理本部長

 兼経理部長

 岡本　圭三  平成28年12月１日
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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）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 13,074,194 10,753,856

受取手形及び売掛金 17,274,633 20,549,134

製品 1,537,126 2,201,653

仕掛品 553,402 561,200

原材料及び貯蔵品 8,272,835 10,458,755

その他 1,215,752 1,679,783

流動資産合計 41,927,944 46,204,384

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,180,145 5,066,146

機械装置及び運搬具（純額） 4,783,471 5,664,029

その他（純額） 3,189,954 4,131,989

有形固定資産合計 13,153,570 14,862,165

無形固定資産 492,674 438,159

投資その他の資産   

投資有価証券 238,780 1,250,811

関係会社株式 － 58,150

長期前払費用 532,468 448,007

その他 377,947 362,388

投資その他の資産合計 1,149,196 2,119,358

固定資産合計 14,795,441 17,419,683

資産合計 56,723,386 63,624,067

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,583,893 22,468,893

短期借入金 3,789,110 3,350,567

1年内返済予定の長期借入金 5,547,406 5,454,059

1年内償還予定の社債 184,000 184,000

未払法人税等 594,574 841,035

賞与引当金 178,341 261,636

その他の引当金 － 40,147

その他 1,802,887 2,676,484

流動負債合計 28,680,213 35,276,825

固定負債   

社債 264,000 140,000

長期借入金 10,654,367 10,644,896

退職給付に係る負債 2,022 3,685

その他 1,159,066 1,123,260

固定負債合計 12,079,456 11,911,842

負債合計 40,759,669 47,188,667
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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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,334,000 1,334,000

資本剰余金 5,513,746 5,513,881

利益剰余金 8,744,610 9,221,709

自己株式 △144,158 △144,158

株主資本合計 15,448,199 15,925,433

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △41,753 186,854

繰延ヘッジ損益 △12,381 △8,471

為替換算調整勘定 565,654 331,584

その他の包括利益累計額合計 511,518 509,966

非支配株主持分 3,998 －

純資産合計 15,963,716 16,435,400

負債純資産合計 56,723,386 63,624,067
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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 83,321,382 82,205,107

売上原価 79,224,720 76,976,551

売上総利益 4,096,661 5,228,556

販売費及び一般管理費 2,483,493 2,955,544

営業利益 1,613,167 2,273,012

営業外収益   

受取利息 9,055 8,214

受取配当金 35,701 18,481

為替差益 69,820 －

その他 69,876 21,233

営業外収益合計 184,454 47,929

営業外費用   

支払利息 263,397 269,901

為替差損 － 403,930

その他 5,775 18,579

営業外費用合計 269,173 692,411

経常利益 1,528,448 1,628,529

特別利益   

固定資産売却益 29,198 186

投資有価証券売却益 5,848 －

補助金収入 133,640 －

関係会社株式売却益 － 75,114

持分変動利益 － ※１ 19,423

特別利益合計 168,687 94,724

特別損失   

固定資産除却損 3,605 0

投資有価証券評価損 － 538

事業構造改善費用 － ※２ 319,991

特別損失合計 3,605 320,529

税金等調整前四半期純利益 1,693,531 1,402,725

法人税等 449,408 552,236

四半期純利益 1,244,122 850,488

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△5,096 13,580

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,249,218 836,908
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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)

四半期純利益 1,244,122 850,488

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 10,599 228,607

繰延ヘッジ損益 1,203 3,909

為替換算調整勘定 △658,769 △234,069

その他の包括利益合計 △646,965 △1,552

四半期包括利益 597,156 848,936

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 602,253 835,356

非支配株主に係る四半期包括利益 △5,096 13,580
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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）

（連結の範囲の重要な変更）

　第１四半期連結会計期間において、UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.を新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。

　また、第２四半期連結会計期間において、UMC Electronics Manufacturing(Dongguan)Co.,Ltd.を新たに設

立したため、連結の範囲に含めております。

　なお、当社の連結子会社であった株式会社グリーン・システムは、平成28年７月１日を合併期日とする当社

との吸収合併により消滅したため、第２四半期連結会計期間より、連結の範囲から除外しております。

　当社の連結子会社であった株式会社サイバーコアは、第三者割当増資により持分比率が低下したため、当第

３四半期連結会計期間末より連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めております。

 

（持分法適用の範囲の重要な変更）

　当社の連結子会社であった株式会社サイバーコアは、第三者割当増資により持分比率が低下したため、当第

３四半期連結会計期間末より連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めております。

 

（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）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結累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。

 

（会計上の見積りの変更）

（耐用年数の変更)

　当社は、平成28年６月開催の取締役会において、中国に新たな子会社を設立するとともに、中国における現

在の４生産拠点のうち３生産拠点を新工場に集約することを決議いたしました。これに伴い、移転後に利用見

込みのない建物附属設備等につきまして、移転予定日までの期間で減価償却費が完了するように耐用年数を見

直し、将来にわたり変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の減価償却費が増加し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益が14,228千円減少しております。

 

（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)を第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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（四半期連結損益計算書関係）

※１　持分変動利益の内容

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）

　当社の持分法適用関連会社である株式会社サイバーコアの第三者割当増資によるものであります。

 

※２　事業構造改善費用

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）

中国における生産拠点の移転集約に伴い発生する費用又は損失を、事業構造改善費用として特別損失に計上してお

ります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四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３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

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）

減価償却費 1,728,085千円 1,640,869千円

のれんの償却額 5,789 7,229

 

（株主資本等関係）

　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）

１．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 96,505 300 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

（注）　平成27年10月１日付にて、普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の１株当た

り配当額は株式分割前の金額を記載しております。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

 

　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28日

定時株主総会
普通株式 358,882 44.60 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、ＥＭＳ事業以外の事業に関しては重要性が乏しいと考えられるため、セグメントの記載は省略

しております。

 

（企業結合等関係）

事業分離

１．事業分離の概要

（１）分離先企業の名称

東京センチュリー株式会社

（２）分離した事業の内容

株式会社サイバーコア

事業の内容：画像処理認識システム等の受託開発、ライセンスビジネス、WEBビジネス、クラウドサービス等

（３）事業分離を行った主な理由

当社は、当社の主要株主である東京センチュリー株式会社による株式会社サイバーコアへの出資により、東京セン

チュリー株式会社のお取引先である車載、産業機器、情報通信、ＯＡ等の多分野に渡る新規優良顧客開拓と、ベン

チャーへの事業化支援投資を仰ぐことで、株式会社サイバーコアの持つ要素技術（映像鮮明化技術、人工知能技

術、組込技術）を高め、事業拡大と経営基盤強化が図れ、企業価値向上に資すると判断致しました。併せて、連結

子会社が将来的に上場を目指す場合に生ずる親子上場問題（ガバナンス問題等）を事前に解消すべく、持分比率を

持分法適用関連会社にまで落としておくべきと判断し、同社株式の一部を譲渡いたしました。

（４）事業分離日

平成28年12月27日

（５）法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

第三者割当増資による新株の発行及び受取対価を現金のみとする株式譲渡により、株式会社サイバーコアに対する

当社の持分比率が55％から35.6％となったため、同社は持分法適用関連会社へ異動しております。

２．実施した会計処理の概要

（１）移転損益の金額

持分変動利益　　　　19,423千円

関係会社株式売却益　75,114千円

（２）会計処理

株式会社サイバーコアが第三者割当増資を行ったことで同社は当社の連結子会社から持分法適用関連会社となった

ため、持分比率の低下による持分変動利益を計上しております。また、株式会社サイバーコアの株式一部売却によ

り発生した連結上の帳簿価額と株式売却額との差額を関係会社株式売却益に計上しております。

３．分離した事業が含まれていた報告セグメントの情報

その他の事業

４．当第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る売上高及び損益の額

売上高　　96,012千円

営業利益　27,146千円

５．継続的関与の概要

平成28年12月31日現在、当社役員2名が当該会社の取締役を兼任、又、当社常勤監査役１名が当該会社の監査役を

兼務しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益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)１株当たり四半期純利益金額 194.17円 104.01円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
1,249,218 836,908

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（千円）
1,249,218 836,908

普通株式の期中平均株式数（株） 6,433,700 8,046,700

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 102.10円

（算定上の基礎）   

普通株式増加数（株） － 150,291

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動の

あったものの概要

 －  －

(注）１．平成28年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

２. 当社は、平成27年10月1日付で普通株式１株につき20株の株式分割を行っておりますが、前連結会計年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

（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

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社

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 長　光雄

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 有川　勉

 

　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」に掲げられているユー・エム・

シー・エレクトロニクス株式会社の平成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、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社及び連結子会社の平成

２８年１２月３１日現在の財政状態及び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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