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平成 29年６月 28日  

各  位  
 

会 社 名 トレックス・セミコンダクター株式会社 

代 表 者 名 
代表取締役 
社長執行役員 

芝 宮  孝 司 

（コード番号：6616 東証第二部） 

問 合 せ 先 
取締役 執行役員 
管理本部 本部長 

日 笠   基 

（ＴＥＬ.03-6222-2852） 
 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 29年３月期  決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正に関するお知らせ 

 
平成29年５月12日に公表いたしました「平成29年３月期  決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして一部訂正

すべき事項がございましたので、ここにお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の

数値データも送信いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

１. 訂正理由 

平成 29 年３月期決算短信発表後の会計監査人の監査過程におきまして、記載の内容に一部訂正が生じましたので、

提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。 

なお、今回の訂正による経営成績への影響はありません。 

 

２. 訂正の内容 

添付資料２ページ １．経営成績等の概況 （１）当期の経営成績の概況 ①経営成績に関する分析 

添付資料 11ページ ３．連結財務諸表及び主な注記 （１）連結貸借対照表 

添付資料 13ページ ３．連結財務諸表及び主な注記 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

添付資料 16ページ ３．連結財務諸表及び主な注記 （３）連結株主資本等変動計算書 

添付資料 17ページ ３．連結財務諸表及び主な注記 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 
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  【訂正前】 

(製品別の売上高）                                 （単位：百万円） 

区 分 当連結会計年度 前年同期比増減額 前年同期比増減率 

ＶＤ ※１ 1,564 △76 △4.7％ 

ＶＲ ※２ 4,872 △222 △4.3％ 

ＤＣＤＣ ※３ 2,997 302 11.2％ 

その他 ※４ 12,125 10,934 918.0％ 

合 計 21,559 10,938 103.0％ 

 

※１ ＶＤ    ： 
電圧検出器（VD:ボルテージ・ディテクタ）は、電子部品・機器に供給される電圧を監視し、一定の電圧以

下に低下した場合に、これを検出してリセットしたり、復帰させるICです。 

※２ ＶＲ    ： 
電圧レギュレータ（VR:ボルテージ・レギュレータ）は、出力電圧を常に監視して、入力電圧や負荷の条件

が変化しても、あらかじめ設定したレベルの出力電圧になるように制御する回路です。 

※３ ＤＣＤＣ  ： 
DC/DCコンバータは、電子部品・機器に供給される電圧を必要な電源電圧に変換する回路です。降圧・昇

圧・昇降圧等の多彩な種類があり、効率的に電圧を希望値に変換することができます。 

※４ その他   ： 
「その他」には、各種ディスクリート（単機能の半導体素子部品）、マルチチップモジュール（複数のIC

等を搭載したモジュール）、各種センサー製品等が含まれます。 
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３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）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) 

当連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,616,828 7,769,351 

受取手形及び売掛金 1,921,877 4,195,006 

有価証券 300,000 2,300,000 

商品及び製品 1,529,796 1,680,402 

仕掛品 118,545 1,235,049 

原材料及び貯蔵品 30,478 1,162,243 

未収還付法人税等 5,577 7,547 

繰延税金資産 79,551 491,895 

その他 216,389 328,336 

貸倒引当金 △1,424 △3,387 

流動資産合計 10,817,621 19,166,444 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 635,864 6,079,897 

減価償却累計額 △320,390 △4,552,877 

建物及び構築物（純額） 315,474 1,527,019 

機械装置及び運搬具 769,775 22,427,871 

減価償却累計額 △575,336 △21,896,647 

機械装置及び運搬具（純額） 194,439 531,224 

工具、器具及び備品 2,368,868 4,972,384 

減価償却累計額 △1,935,066 △4,171,988 

工具、器具及び備品（純額） 433,801 800,396 

土地 － 1,148,192 

リース資産 22,702 182,999 

減価償却累計額 △13,167 △59,522 

リース資産（純額） 9,535 123,476 

建設仮勘定 166,796 135,684 

有形固定資産合計 1,120,046 4,265,993 

無形固定資産   

ソフトウエア 203,264 209,343 

その他 549 3,540 

無形固定資産合計 203,813 212,883 

投資その他の資産   

投資有価証券 461,082 1,125,447 

繰延税金資産 24,757 50,550 

その他 372,236 414,845 

貸倒引当金 △26,686 △26,601 

投資その他の資産合計 831,390 1,564,242 

固定資産合計 2,155,250 6,043,119 

資産合計 12,972,871 25,209,563 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

売上高 10,621,282 21,559,622 

売上原価 5,558,056 15,659,490 

売上総利益 5,063,226 5,900,132 

販売費及び一般管理費 3,923,324 4,649,034 

営業利益 1,139,901 1,251,098 

営業外収益   

受取利息及び配当金 15,576 31,468 

ロイヤリティ収入 8,537 10,412 

固定資産売却益 7,532 84 

雑収入 － 21,543 

その他 2,575 5,380 

営業外収益合計 34,221 68,889 

営業外費用   

支払利息 1,962 41,955 

為替差損 168,732 334,136 

支払手数料 28,000 8,000 

その他 4,874 30,187 

営業外費用合計 203,570 414,279 

経常利益 970,553 905,707 

特別利益   

負ののれん発生益 － 1,966,967 

受取保険金 104,610 26,514 

受取補償金 85,344 518,872 

補助金収入 － 48,338 

特別利益合計 189,954 2,560,692 

特別損失   

固定資産圧縮損 － 13,674 

災害による損失 － 17,497 

損害補償損失 84,945 － 

弔慰金 31,700 － 

減損損失 20,092 － 

特別損失合計 136,738 31,171 

税金等調整前当期純利益 1,023,769 3,435,228 

法人税、住民税及び事業税 336,342 544,422 

法人税等調整額 105,983 △213,735 

法人税等合計 442,325 330,687 

当期純利益 581,444 3,104,541 

非支配株主に帰属する当期純利益 1,042 173,989 

親会社株主に帰属する当期純利益 580,401 2,930,551 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

   （単位：千円） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,819,585 4,286,559 4,690,819 － 10,796,965 

当期変動額      

新株の発行（新株予約権の行

使） 
18,592 18,592   37,185 

剰余金の配当   △284,473  △284,473 

親会社株主に帰属する当期純利

益   2,930,551  2,930,551 

自己株式の取得  433,167  △2,800,228 △2,367,061 

自己株式の消却  △1,845,560  1,845,560 － 

自己株式の処分（新株予約権の

行使）  △67,326  126,007 58,681 

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額）      

当期変動額合計 18,592 △1,461,126 2,646,078 △828,661 374,883 

当期末残高 1,838,178 2,825,433 7,336,898 △828,661 11,171,849 

       

 その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 
 

その他有価証券

評価差額金 
退職給付に係る

調整累計額 
為替換算調整勘

定 
その他の包括利

益累計額合計 

当期首残高 △31,266 － 120,242 88,975 43,047 10,928,988 

当期変動額       

新株の発行（新株予約権の行

使）      37,185 

剰余金の配当      △284,473 

親会社株主に帰属する当期純利

益      2,930,551 

自己株式の取得      △2,367,061 

自己株式の消却      － 

自己株式の処分（新株予約権の

行使）      58,681 

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 
124,812 73,292 △26,779 171,325 4,122,373 4,293,698 

当期変動額合計 124,812 73,292 △26,779 171,325 4,122,373 4,668,582 

当期末残高 93,545 73,292 93,463 260,301 4,165,421 15,597,571 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,023,769 3,435,228 

減価償却費 441,744 1,219,385 

負ののれん発生益 － △1,966,967 

固定資産圧縮損 － 13,674 

支払手数料 － 8,000 

減損損失 20,092 － 

受取補償金 △85,344 △518,872 

受取保険金 △104,610 △26,514 

固定資産売却損益（△は益） △7,532 △84 

災害損失 － 17,497 

損害補償損失 84,945 － 

補助金収入 － △48,338 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,710 2,262 

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,863 17,833 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,295 △9,095 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 29,327 △177,046 

受取利息及び受取配当金 △15,576 △31,468 

支払利息 1,962 41,955 

為替差損益（△は益） 301,112 470,289 

売上債権の増減額（△は増加） △106,263 △713,474 

たな卸資産の増減額（△は増加） 105,801 △363,317 

未収消費税等の増減額（△は増加） 2,630 △7,474 

仕入債務の増減額（△は減少） △89,374 290,132 

長期未払金の増減額（△は減少） △7,840 △6,399 

その他 293,031 135,530 

小計 1,906,019 1,782,735 

利息及び配当金の受取額 15,576 31,468 

利息の支払額 △1,851 △44,904 

法人税等の支払額 △617,581 △687,484 

法人税等の還付額 － 8,174 

保険金の受取額 － 26,514 

補償金の受取額 85,344 518,872 

補助金の受取額 － 48,338 

補償金の支払額 △84,945 － 

災害損失の支払額 － △16,704 

弔慰金の支払額 － △31,700 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,302,563 1,635,310 
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【訂正後】 

(製品別の売上高）                                 （単位：百万円） 

区 分 当連結会計年度 前年同期比増減額 前年同期比増減率 

ＶＤ ※１ 1,564 △76 △4.7％ 

ＶＲ ※２ 4,872 △222 △4.3％ 

ＤＣＤＣ ※３ 2,997 302 11.2％ 

ディスクリート ※４ 10,942 10,539 2,615.6％ 

その他 ※５ 1,183 394 50.1％ 

合 計 21,559 10,938 103.0％ 

 

※１ ＶＤ     ： 
電圧検出器（VD:ボルテージ・ディテクタ）は、電子部品・機器に供給される電圧を監視し、一定の電

圧以下に低下した場合に、これを検出してリセットしたり、復帰させるICです。 

※２ ＶＲ     ： 
電圧レギュレータ（VR:ボルテージ・レギュレータ）は、出力電圧を常に監視して、入力電圧や負荷の

条件が変化しても、あらかじめ設定したレベルの出力電圧になるように制御する回路です。 

※３ ＤＣＤＣ   ： 
DC/DCコンバータは、電子部品・機器に供給される電圧を必要な電源電圧に変換する回路です。降圧・

昇圧・昇降圧等の多彩な種類があり、効率的に電圧を希望値に変換することができます。 

※４ ディスクリート： ダイオードやトランジスタである単機能の半導体素子製品です。 

※５ その他    ： 
「その他」には、マルチチップモジュール（複数のIC等を搭載したモジュール）、各種センサー製品

等が含まれます。 
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３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）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) 

当連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,616,828 7,769,351 

受取手形及び売掛金 1,921,877 4,195,006 

有価証券 300,000 2,300,000 

商品及び製品 1,529,796 1,680,402 

仕掛品 118,545 1,235,049 

原材料及び貯蔵品 30,478 1,162,243 

未収還付法人税等 5,577 7,547 

繰延税金資産 79,551 491,895 

その他 216,389 328,336 

貸倒引当金 △1,424 △3,387 

流動資産合計 10,817,621 19,166,444 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額）  315,474 1,527,019 

機械装置及び運搬具（純額）  194,439 531,224 

工具、器具及び備品（純額）  433,801 800,396 

土地 － 1,148,192 

リース資産（純額） 9,535 123,476 

建設仮勘定 166,796 135,684 

有形固定資産合計 1,120,046 4,265,993 

無形固定資産   

ソフトウエア 203,264 209,343 

その他 549 3,540 

無形固定資産合計 203,813 212,883 

投資その他の資産   

投資有価証券 461,082 1,125,447 

繰延税金資産 24,757 50,550 

その他 372,236 414,845 

貸倒引当金 △26,686 △26,601 

投資その他の資産合計 831,390 1,564,242 

固定資産合計 2,155,250 6,043,119 

資産合計 12,972,871 25,209,563 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

売上高 10,621,282 21,559,622 

売上原価 5,558,056 15,659,490 

売上総利益 5,063,226 5,900,132 

販売費及び一般管理費 3,923,324 4,649,034 

営業利益 1,139,901 1,251,098 

営業外収益   

受取利息及び配当金 15,576 31,468 

ロイヤリティ収入 8,537 10,412 

固定資産売却益 7,532 84 

その他 2,575 26,924 

営業外収益合計 34,221 68,889 

営業外費用   

支払利息 1,962 41,955 

為替差損 168,732 334,136 

支払手数料 28,000 8,000 

その他 4,874 30,187 

営業外費用合計 203,570 414,279 

経常利益 970,553 905,707 

特別利益   

負ののれん発生益 － 1,966,967 

受取保険金 104,610 26,514 

受取補償金 85,344 518,872 

補助金収入 － 48,338 

特別利益合計 189,954 2,560,692 

特別損失   

固定資産圧縮損 － 13,674 

災害による損失 － 17,497 

損害補償損失 84,945 － 

弔慰金 31,700 － 

減損損失 20,092 － 

特別損失合計 136,738 31,171 

税金等調整前当期純利益 1,023,769 3,435,228 

法人税、住民税及び事業税 336,342 544,422 

法人税等調整額 105,983 △213,735 

法人税等合計 442,325 330,687 

当期純利益 581,444 3,104,541 

非支配株主に帰属する当期純利益 1,042 173,989 

親会社株主に帰属する当期純利益 580,401 2,930,551 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

   （単位：千円） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,819,585 4,286,559 4,690,819 － 10,796,965 

当期変動額      

新株の発行（新株予約権の行

使） 
18,592 18,592   37,185 

剰余金の配当   △284,473  △284,473 

親会社株主に帰属する当期純利

益   2,930,551  2,930,551 

自己株式の取得  433,167  △2,800,228 △2,367,061 

自己株式の消却  △1,845,560  1,845,560 － 

自己株式の処分  △67,326  126,007 58,681 

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額）      

当期変動額合計 18,592 △1,461,126 2,646,078 △828,661 374,883 

当期末残高 1,838,178 2,825,433 7,336,898 △828,661 11,171,849 

 

 その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 
 

その他有価証券

評価差額金 
退職給付に係る

調整累計額 
為替換算調整勘

定 
その他の包括利

益累計額合計 

当期首残高 △31,266 － 120,242 88,975 43,047 10,928,988 

当期変動額       

新株の発行（新株予約権の行

使）      37,185 

剰余金の配当      △284,473 

親会社株主に帰属する当期純利

益      2,930,551 

自己株式の取得      △2,367,061 

自己株式の消却      － 

自己株式の処分      58,681 

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 
124,812 73,292 △26,779 171,325 4,122,373 4,293,698 

当期変動額合計 124,812 73,292 △26,779 171,325 4,122,373 4,668,582 

当期末残高 93,545 73,292 93,463 260,301 4,165,421 15,597,571 

  



－ 11 － 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,023,769 3,435,228 

減価償却費 441,744 1,219,385 

負ののれん発生益 － △1,966,967 

固定資産圧縮損 － 13,674 

減損損失 20,092 － 

受取補償金 △85,344 △518,872 

受取保険金 △104,610 △26,514 

固定資産売却損益（△は益） △7,532 △84 

災害損失 － 17,497 

損害補償損失 84,945 － 

補助金収入 － △48,338 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,710 2,262 

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,863 17,833 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,295 △9,095 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 29,327 △177,046 

受取利息及び受取配当金 △15,576 △31,468 

支払利息 1,962 41,955 

為替差損益（△は益） 301,112 470,289 

売上債権の増減額（△は増加） △106,263 △713,474 

たな卸資産の増減額（△は増加） 105,801 △363,317 

未収消費税等の増減額（△は増加） 2,630 △7,474 

仕入債務の増減額（△は減少） △89,374 290,132 

長期未払金の増減額（△は減少） △7,840 △6,399 

その他 293,031 143,530 

小計 1,906,019 1,782,735 

利息及び配当金の受取額 15,576 31,468 

利息の支払額 △1,851 △44,904 

法人税等の支払額 △617,581 △687,484 

法人税等の還付額 － 8,174 

保険金の受取額 － 26,514 

補償金の受取額 85,344 518,872 

補助金の受取額 － 48,338 

補償金の支払額 △84,945 － 

災害損失の支払額 － △16,704 

弔慰金の支払額 － △31,700 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,302,563 1,635,310 

 


