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１．平成28年７月期第１四半期の連結業績（平成27年８月１日～平成27年10月31日） 

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

28年７月期第１四半期 1,646 0.4 165 △18.3 156 △21.2 98 △44.6 

27年７月期第１四半期 1,641 35.5 202 189.1 199 257.2 177 349.1 

（注）包括利益 28年７月期第１四半期 66 百万円 （△67.7％） 27年７月期第１四半期 206 百万円 （241.9％） 

１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

円 銭 円 銭 

28年７月期第１四半期 23.74 18.15 

27年７月期第１四半期 42.87 32.79 

（２）連結財政状態 

総資産 純資産 自己資本比率 

百万円 百万円 ％ 

28年７月期第１四半期 6,498 4,030 59.6 

27年７月期 6,664 4,072 58.8 

（参考）自己資本 28年７月期第１四半期 3,872 百万円 27年７月期 3,916 百万円 

２．配当の状況 

年間配当金 
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
27年７月期 － － － 20 20 
28年７月期 － 
28年７月期（予想） － － 20 20 

（注1）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無  

（注2）上記「配当の状況」は、普通株式に係わる配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株

式（非上場）の配当の状況については、「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。 

３．平成28年７月期の連結業績予想（平成27年８月１日～平成28年７月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 
する当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 
通期 7,800 12.2 920 19.0 860 13.1 540 △30.1 130.34 

（注1）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無  

（注2）第２四半期連結累計期間の業績につきましては、開示を控えさせていただいております。理由につきましては、

２ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さ

い。 



※  注記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無 

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有 

②  ①以外の会計方針の変更   ： 無 

③ 会計上の見積りの変更  ： 無 

④ 修正再表示  ： 無 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年７月期１Ｑ 4,138,000 株 27年７月期 4,138,000 株 

② 期末自己株式数 28年７月期１Ｑ 23 株 27年７月期 － 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年７月期１Ｑ 4,143,080 株 27年７月期１Ｑ 4,143,103 株 

（注）期中平均株式数の算定には、Ａ種優先株式を普通株式と同等の株式として含めております。 

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 



（参考）

１．種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

Ａ種優先株式 
年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

27年７月期 － － － 5,015.00 5,015.00 

28年７月期 － 

28年７月期（予想） － － 5,015.00 5,015.00 

（注）平成28年７月期のＡ種優先株式の１株あたり年間配当額は、定款に定められている方法により算定しております。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を

適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の金融政策による円安基調・底堅い株価等を背景に、企

業収益の改善や堅調な設備投資が持続し、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。 

海外では、米国の景気は概ね堅調に推移し、欧州においても穏やかな回復基調が続きました。その一方、中国で

は経済成長に減速感が見られ、新興国の景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況の中、当社グループの主たる事業分野であるＭＶ（マシンビジョン）事業は、電子部品・半導体

業界および自動車業界、三品（食品・医薬品・化粧品）業界の堅調な設備投資を背景に、ソリューションの拡充や

営業エリアの拡大、新製品の投入に積極的に取り組みました。しかしながら、中国経済の景気減速により電子部

品・半導体業界で設備投資を控える動きがあり、売上高は微増となりました。 

平成27年10月に、国内では、神奈川県の本厚木と大阪府の淀屋橋に、海外では、米国のサンノゼにテスティング

ルーム（実験室）を開設したことで、国内の営業拠点が８拠点に、海外の営業拠点が10拠点となり、営業的激戦区

および未開拓エリアでのサポート体制を強化しております。 

新規事業では、計画的に進めてきた当社の強みである「自然光ＬＥＤ」の応用展開により、デバイスビジネスの

売上高は好調に推移いたしました。また、デバイスビジネス以外でもアライアンスの推進に努めた結果、平成27年

９月に京都電機器株式会社と業務提携し、ＵＶ（紫外）照射器用高出力電源の販売を開始いたしました。 

利益面では、営業活動・研究開発活動の強化による販売管理費の増加に伴い、営業利益・経常利益が減少いたし

ました。また、前期は子会社の破産手続終結に伴い法人税等の負担が減少していましたが、当期は法人税等が増加

し親会社株主に帰属する四半期純利益が減少いたしました。 

 以上の結果、売上高1,646百万円（前年同期比0.4%増）、営業利益165百万円（前年同期比18.3%減）、経常利益

156百万円（前年同期比21.2%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益98百万円（前年同期比44.6%減）となりま

した。 

（２）財政状態に関する説明

 当第１四半期連結会計期間末において、総資産は6,498百万円（前連結会計年度末6,664百万円）となりました。

これは主に、現金及び預金137百万円の減少、原材料及び貯蔵品28百万円の減少等によるものであります。

 負債は、2,468百万円（前連結会計年度末2,591百万円）となりました。これは主に、買掛金43百万円の増加、短

期借入金20百万円の増加、賞与引当金125百万円の減少、長期借入金61百万円の減少等によるものであります。

 純資産は、4,030百万円（前連結会計年度末4,072百万円）となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四

半期純利益98百万円、配当金の支払108百万円、為替換算調整勘定34百万円の減少等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年７月期の業績予想につきましては、現時点において平成27年９月９日公表の業績予想から変更しており

ません。 

なお、業績予想につきましては、市場の動向は依然として流動的な状況にあり、販売戦略及び製品開発計画は市

況の変化を慎重に見極めながら計画の変更又見直しを実施していく方針であります。このため、第２四半期連結累

計期間の業績予想は、受注時期及び支出時期が変動する可能性があることから、通期のみ開示としております。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持

分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定

的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務

諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株

主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連

結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（4）、連結会計基準第44－５項（4）及び

事業分離等会計基準第57－４項（4）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成27年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成27年10月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,216,527 2,078,693 

受取手形及び売掛金 1,658,097 1,645,130 

商品及び製品 352,015 415,792 

仕掛品 168,457 163,810 

原材料及び貯蔵品 530,596 502,204 

繰延税金資産 111,475 103,421 

その他 83,198 81,289 

貸倒引当金 △4,042 △4,713 

流動資産合計 5,116,327 4,985,629 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 660,082 656,198 

減価償却累計額 △295,193 △297,508 

建物及び構築物（純額） 364,889 358,689 

機械装置及び運搬具 24,088 20,166 

減価償却累計額 △16,634 △16,143 

機械装置及び運搬具（純額） 7,453 4,023 

工具、器具及び備品 976,558 981,590 

減価償却累計額 △822,139 △830,648 

工具、器具及び備品（純額） 154,418 150,941 

土地 492,318 492,318 

リース資産 4,541 4,541 

減価償却累計額 △1,665 △1,892 

リース資産（純額） 2,876 2,649 

建設仮勘定 - 1,135 

有形固定資産合計 1,021,955 1,009,758 

無形固定資産 140,735 142,723 

投資その他の資産 385,041 360,685 

固定資産合計 1,547,733 1,513,166 

資産合計 6,664,060 6,498,796 
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（単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成27年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成27年10月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 240,050 283,545 

短期借入金 622,931 643,861 

1年内返済予定の長期借入金 264,749 254,862 

未払金 328,565 338,354 

未払法人税等 15,820 28,858 

賞与引当金 224,779 99,525 

役員賞与引当金 7,236 - 

その他 111,113 103,402 

流動負債合計 1,815,246 1,752,409 

固定負債 

社債 200,000 200,000 

長期借入金 423,936 362,544 

退職給付に係る負債 85,184 90,383 

その他 67,304 62,707 

固定負債合計 776,426 715,635 

負債合計 2,591,672 2,468,045 

純資産の部 

株主資本 

資本金 462,150 462,150 

資本剰余金 1,460,476 1,460,476 

利益剰余金 1,909,147 1,899,146 

自己株式 △45 △45 

株主資本合計 3,831,729 3,821,728 

その他の包括利益累計額 

為替換算調整勘定 84,935 50,546 

その他の包括利益累計額合計 84,935 50,546 

非支配株主持分 155,722 158,476 

純資産合計 4,072,387 4,030,750 

負債純資産合計 6,664,060 6,498,796 

シーシーエス㈱(6669) 平成28年７月期 第１四半期決算短信

－ 5 －



（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26年８月１日 

 至 平成26年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年８月１日 
 至 平成27年10月31日) 

売上高 1,641,187 1,646,969 

売上原価 651,741 676,416 

売上総利益 989,445 970,553 

販売費及び一般管理費 786,803 804,914 

営業利益 202,642 165,638 

営業外収益    

受取利息 239 290 

為替差益 2,470 - 

その他 3,561 2,042 

営業外収益合計 6,270 2,333 

営業外費用    

支払利息 6,505 5,446 

為替差損 - 3,122 

売上割引 2,559 2,460 

その他 714 121 

営業外費用合計 9,780 11,151 

経常利益 199,132 156,821 

特別損失    

固定資産除売却損 - 1,772 

特別損失合計 - 1,772 

税金等調整前四半期純利益 199,132 155,049 

法人税、住民税及び事業税 33,444 18,990 

法人税等調整額 △11,943 28,200 

法人税等合計 21,501 47,191 

四半期純利益 177,631 107,857 

非支配株主に帰属する四半期純利益 - 9,508 

親会社株主に帰属する四半期純利益 177,631 98,349 
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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26年８月１日 
至 平成26年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年８月１日 
至 平成27年10月31日) 

四半期純利益 177,631 107,857 

その他の包括利益 

為替換算調整勘定 29,004 △41,143 

その他の包括利益合計 29,004 △41,143 

四半期包括利益 206,635 66,714 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 206,635 63,960 

非支配株主に係る四半期包括利益 - 2,753 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

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】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成26年８月１日 至平成26年10月31日）

当社は、「ＬＥＤ照明事業」の単一セグメントのため、記載を省略しております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成27年８月１日 至平成27年10月31日）

当社は、「ＬＥＤ照明事業」の単一セグメントのため、記載を省略しております。
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４．その他

① 生産実績

当第１四半期連結累計期間の生産実績を製品分類別に示すと次のとおりであります。

製品分類の名称 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成27年８月１日 
至 平成27年10月31日） 

前年同期比（％）

ＬＥＤ照明装置（千円） 470,889 100.0

制御装置（千円） 155,486 121.1

その他（千円） 52,835 92.0

合計（千円） 679,211 103.4

（注）１．金額は、製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注状況

当第１四半期連結累計期間の受注状況を製品分類別に示すと、次のとおりであります。

製品分類の名称 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成27年８月１日 
至 平成27年10月31日） 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

ＬＥＤ照明装置 1,228,561 96.4 217,792 94.2 

制御装置 265,489 94.8 40,418 72.7 

その他 171,155 101.5 25,159 108.3 

合計 1,665,205 96.6 283,370 91.4 

（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

当第１四半期連結累計期間の販売実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。

製品分類の名称 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成27年８月１日 
至 平成27年10月31日） 

前年同期比（％） 

ＬＥＤ照明装置（千円） 1,219,635 99.2 

制御装置（千円） 258,386 104.7 

その他（千円） 168,947 102.1 

合計（千円） 1,646,969 100.4 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

当第１四半期連結累計期間の販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。

地域
当第１四半期連結累計期間
（自 平成27年８月１日
至 平成27年10月31日）

前年同期比（％） 構成比（％）

日本（千円） 908,408 94.6 55.2

北米（千円） 217,778 113.6 13.2

欧州（千円） 229,000 94.7 13.9

アジア（千円） 291,782 118.0 17.7

合計（千円） 1,646,969 100.4 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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