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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50期

第１四半期
連結累計期間

第51期
第１四半期
連結累計期間

第50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） 25,138,069 30,016,023 111,915,564

経常利益 （千円） 348,969 500,689 2,160,490

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） △110,719 340,668 1,306,148

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △1,342,948 627,850 1,050,288

純資産額 （千円） 14,261,885 16,910,508 16,636,752

総資産額 （千円） 53,326,783 63,942,091 60,627,720

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） △6.88 21.17 81.16

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － 20.62 79.49

自己資本比率 （％） 26.7 26.4 27.4

　（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50期第１四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、潜在株式が存在

するものの１株当たり四半期純損失金額のため記載しておりません。

４．当社は、平成29年６月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが、第50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）純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及

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。

 

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。なお、当第１四半期連結会計期間においてUMC Electronics North America, Inc.を新たに設

立したため、連結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）経営成績の分析

　当第１四半期連結累計期間の世界経済は、引続き堅調な展開で推移しました。

　米国においては、ＦＲＢが６月に利上げを実施し、今後も年数回の利上げペースが想定されており、設備投資の

持ち直し、雇用情勢の改善等、自律的な景気回復が持続する見通しとなっております。

　中国においては、各種政策効果もあり、民間投資や雇用・所得環境が改善しており、当面は持ち直しの動きが続

くものと見込まれております。

　欧州経済は、消費の増加、機械設備投資・生産の持ち直しの動きがみられ、景気は回復基調にあります。

　我が国経済においては、５月の有効求人倍率が1974年２月以来の高水準となり、企業活動の持ち直しが続いてお

り、景気は緩やかな回復基調が続いております。

 

　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、自動車の電装化率があらゆる車種で継続的に進行し、

車載基板搭載枚数が増加していること、高機能化と高容量化が進むスマートフォンの世代交代が進展していること

を背景に、全体としては好調な受注環境が継続しております。

 

　このような事業環境の下、当社グループでは、車載機器、産業機器製品の取扱高が飛躍的に伸長しており、更な

る拡大に向け、2017年に設置した中国・湖北省の武漢営業所、北米のシカゴ営業所に加えて、メキシコ工場操業に

向けた準備、佐賀県への工場進出に向けた準備を進めております。中国政府は国策として新エネ車（EV、PHEVな

ど）市場の拡大に注力しています。ガソリン車販売禁止の政策を、インドでは2030年まで、欧州各国政府は2040年

までとの方針を打ち出しております。当社では、ハイブリッド車対応で築いた生産技術力を更に発展させ、新エネ

車需要の本格化に対応した商談を各方面で進めております。一方、当第１四半期は、引続き製造全拠点において導

入を促進させていますＬＣＡ（Ｌｏｗ Ｃｏｓｔ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ、 自社開発の自動・省力化設備）における

開発人材の拡充を図りつつ、スマートファクトリーの礎の構築、来年度以降の多数の新規プロジェクトに向けた準

備に努めていることに加え、メキシコ工場の立ち上げ時期と重なり、また、人材育成、組織体制強化に向けた取組

みを図っていることもあり、売上高、売上総利益は前年同期比で増加しているものの、営業利益では減少している

状況となっております。

 

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は300億16百万円となり、前年同期に比べて48億77百万円の増加

（19.4％増）となりました。営業利益は５億83百万円となり、前年同期に比べて91百万円の減少（13.6％減）とな

りました。経常利益は５億円となり、前年同期に比べて１億51百万円の増加（43.5％増）となりました。親会社株

主に帰属する四半期純利益は３億40百万円となり、前年同期に比べて４億51百万円の増加（前年同期はマイナス）

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。

　前連結会計年度より、社内の経営管理区分の一部変更として、「その他」に含まれていた売上高のうち、精密金

型・成形に係る売上高を各製品分野別に、医療関連売上高を「産業機器」の区分に変更しております。
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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299億８百万円と前年同期に比べて48億83百万円の増加

（19.4％増）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、前年度下半期以降の新規案件の取扱高が順調に増加したことにより、売

上高は120億25百万円と前年同期に比べて30億３百万円の増加（33.3％増）となりました。

 

（産業機器）

　中国市場における製造業の省力化需要が広がり、また、半導体や電気自動車、スマートフォン関連の設備投資

需要が増加傾向にあり、また、中国地場メーカーとの取扱高が順調に増加したため、売上高は76億26百万円と前

年同期に比べて16億72百万円の増加（28.1％増）となりました。

 

（ＯＡ機器）

　主要なＯＡ機器メーカー各社から、四半期毎に継続して増産のご依頼をいただき、当社のインハウスシェアが

上昇していることから、売上高は60億95百万円と前年同期に比べて13億91百万円の増加（29.6％増）となりまし

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18億59百万円と前年同期に比べて２億88百万円の減

少（13.4％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12億８百万円と前年同期に比べて９億56百万円の減

少（44.2％減）となりました。

 

（その他）

　アミューズメント機器の取扱が主な内訳になりますが、売上高は10億92百万円と前年同期に比べて60百万円の

増加（5.9％増）となりました。

 

②　その他の事業

　人材派遣業が安定的に推移しているものの、売上高は１億７百万円と前年同期に比べて５百万円の減少（4.8％

減）となりました。

 

（2）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は639億42百万円（前連結会計年度比5.5％増）となりました。

これは主に売掛金の増加や、7月以降の増産基調による原材料の増加によるものであります。

負債につきましては、470億31百万円（前連結会計年度比6.9％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、169億10百万円（前連結会計年度末比1.6％増）となりました。これは主に人民元高

（対米ドル）の進行による為替換算調整勘定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

新たに生じた課題はありません。

 

（4）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

　　（5）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。
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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 54,000,000

計 54,000,000

（注）当社は、平成29年５月12日開催の取締役会決議により、平成29年６月１日付で株式分割に伴う定款の変更が行わ

れ、発行可能株式総数は27,000,000株増加し、54,000,000株となっております。

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 16,712,280 16,712,280
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数は100株

であります。

計 16,712,280 16,712,280 － －

(注)当社は、平成29年５月12日開催の取締役会決議により、平成29年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式

分割を行い、発行済株式総数が8,356,140株増加し、16,712,280株となっております。

（２）【新株予約権等の状況】

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成29年５月25日

新株予約権の数（個） 2,660

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 266,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,658（注）２、３

新株予約権の行使期間
自　　平成31年６月28日

至　　平成39年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　2,108（注）２

資本組入額　1,054（注）４

新株予約権の行使の条件
（注）５

 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５、６

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
（注）７
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　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果

生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することより交付を受けること

ができる株式１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

　行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる。）又は、割当

日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）のいずれか高い金額とする。

 

３．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式に

より１株当たりの行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場

合を含み、新株予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証

券の転換による場合を除く。）する場合は、次の算式により１株当たりの行使価額を調整し、調整による１

円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
募集株式発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

４．(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場

合は、この端数を切り上げるものとする。

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５．新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行

役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査

役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の執行役員又は従業員の定年による退職、その他正当な

事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位を喪失した場合はこの

限りではない。

(2）対象者に対する条件

①新株予約権の相続は、これを認めない。

②新株予約権の質入れ、その他一切の処分はこれを認めない。

(3）その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ

ろによる。

６．新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

７．(1）当社が消滅会社となる合併契約、又は当社が完全子会社となる株式移転計画又は株式交換契約、当社が

分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認（株主総

会の承認を要しない場合は取締役会の決議）されたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得す

ることができる。

(2）新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社は

その新株予約権を無償にて取得することができる。

(3）当社の組織再編に際して定める契約又は計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を

新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式

会社の新株予約権を交付するものとする。

ⅰ合併（当社が消滅する場合に限る。）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

ⅱ吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

ⅲ新設分割

新設分割により設立する株式会社
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ⅳ株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

ⅴ株式移転

株式移転により設立する株式会社

 

（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６月１日

（注）
8,356,140 16,712,280 － 1,334,000 － 1,103,689

（注）株式分割（１：２）によるものであります。

 

（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)

309,400
－ －

完全議決権株式（その他）
(普通株式)

8,045,900
80,459 －

単元未満株式
(普通株式)

840
－ 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 － 80,459 －

(注)当社は、平成29年５月12日開催の取締役会決議により、平成29年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式

分割を行っておりますが、記載数値は当該株式分割を反映しておりません。

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(％)

（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

(注)当社は、平成29年５月12日開催の取締役会決議により、平成29年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式

分割を行っておりますが、記載数値は当該株式分割を反映しておりません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社(E32169)

四半期報告書

 8/17



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 9,880,829 8,368,847

受取手形及び売掛金 18,765,190 20,377,299

製品 2,183,259 2,111,943

仕掛品 392,253 468,485

原材料及び貯蔵品 10,224,891 12,489,432

その他 1,692,763 1,639,285

流動資産合計 43,139,186 45,455,294

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,767,463 4,981,391

機械装置及び運搬具（純額） 5,704,105 5,952,990

その他（純額） 4,347,744 4,789,293

有形固定資産合計 14,819,313 15,723,675

無形固定資産 560,519 555,450

投資その他の資産   

投資有価証券 1,113,534 1,154,573

関係会社株式 53,407 52,464

長期前払費用 678,280 732,413

その他 263,478 268,218

投資その他の資産合計 2,108,701 2,207,670

固定資産合計 17,488,534 18,486,796

資産合計 60,627,720 63,942,091

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,336,652 22,825,256

短期借入金 5,401,540 5,258,975

1年内返済予定の長期借入金 5,115,844 5,147,032

1年内償還予定の社債 184,000 162,000

未払法人税等 751,400 533,593

賞与引当金 190,142 161,828

その他 2,343,753 2,612,294

流動負債合計 33,323,335 36,700,981

固定負債   

社債 80,000 70,000

長期借入金 9,424,398 9,083,771

退職給付に係る負債 3,854 4,140

その他 1,159,380 1,172,689

固定負債合計 10,667,633 10,330,601

負債合計 43,990,968 47,031,583
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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)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,334,000 1,334,000

資本剰余金 5,513,881 5,513,881

利益剰余金 9,690,950 9,672,736

自己株式 △144,158 △144,158

株主資本合計 16,394,673 16,376,459

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 133,991 163,780

繰延ヘッジ損益 △7,533 △6,756

為替換算調整勘定 115,619 372,236

その他の包括利益累計額合計 242,078 529,260

新株予約権 － 4,788

純資産合計 16,636,752 16,910,508

負債純資産合計 60,627,720 63,942,091
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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 25,138,069 30,016,023

売上原価 23,475,719 28,266,053

売上総利益 1,662,350 1,749,970

販売費及び一般管理費 986,487 1,166,104

営業利益 675,863 583,865

営業外収益   

受取利息 3,178 3,045

受取配当金 4,252 17,184

その他 15,976 6,657

営業外収益合計 23,407 26,887

営業外費用   

支払利息 90,426 107,042

為替差損 249,873 1,679

持分法による投資損失 － 942

その他 10,000 398

営業外費用合計 350,300 110,062

経常利益 348,969 500,689

特別利益   

固定資産売却益 193 －

投資有価証券売却益 － 676

特別利益合計 193 676

特別損失   

固定資産除却損 － 218

事業構造改善費用 ※１ 331,938 －

特別損失合計 331,938 218

税金等調整前四半期純利益 17,224 501,147

法人税等 129,710 160,479

四半期純利益又は四半期純損失（△） △112,486 340,668

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1,767 －

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（△）
△110,719 340,668
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △112,486 340,668

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,080 29,788

繰延ヘッジ損益 446 776

為替換算調整勘定 △1,220,827 256,616

その他の包括利益合計 △1,230,461 287,182

四半期包括利益 △1,342,948 627,850

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,341,180 627,850

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,767 －
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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）

　当第１四半期連結会計期間において、UMC Electronics North America, Inc.を新たに設立したため、連結

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１四半期連結会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。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　事業構造改善費用

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）

　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。

 

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）

　該当事項はありません。

 

（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（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）

減価償却費 550,892千円 593,845千円

のれんの償却額 2,409 －

 

 

（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

 

 

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27日

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

 

 

 

（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。
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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並びに潜在株式調整後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)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（△）
△6.88円 21.17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又は

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）

△110,719 340,668

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）

△110,719 340,668

普通株式の期中平均株式数（株） 16,093,400 16,093,400

(２)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 20.62

(算定上の基礎）   

普通株式増加数（株） － 430,861

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

－

平成29年５月25日開催の取締役

会決議による執行役員に対する

株式報酬型ストックオプション

（普通株式　266,000株）

この概要は、「第3　提出会社の

状況　1.株式等の状況　（2）新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

（注）１．前第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存

在するものの１株当たり四半期純損失金額のため、記載しておりません。

２．当社は、平成29年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。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又は１株当たり四半期純損失金

額及び潜在株式調整後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８月10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 野本　博之

 

　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

２９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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