
  

１．平成24年3月期第１四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

  

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるた 

   め記載しておりません。  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

  

 (注2）１株当たり当期純利益は、平成23年7月26日を払込期日とする有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売 

    出しに関連した第三者割当増資）による発行株式数52,500株の増加を反映しております。   

平成24年3月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成23年8月5日

上場会社名 SEMITEC株式会社 上場取引所     大 

コード番号 6626 ＵＲＬ  http://www.semitec.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）石塚  二朗 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役管理本部長 （氏名）豊井  義次 （ＴＥＬ） 03（3621）1155 

四半期報告書提出予定日 平成23年8月11日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無       

四半期決算説明会開催の有無      ： 無         

  （百万円未満切捨て）

（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 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年3月期第１四半期  2,458 －  64  －  12  －  △40  －

23年3月期第１四半期  － －  －  －  －  －  －  －

（注）  包括利益 24年3月期第１四半期 △104百万円 ( ％)－ 23年3月期第１四半期 －百万円 ( ％)－

  
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 

24年3月期第１四半期  △16 16 － 

23年3月期第１四半期 －  － 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年3月期第１四半期  10,521  6,427  60.1

23年3月期  10,292  6,236  59.5

（参考）自己資本 24年3月期第１四半期 6,323百万円 23年3月期 6,133百万円 

  
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 

23年3月期 －   0 00 －  20 00  20  00

24年3月期 －           

24年3月期（予想）    0 00 － 20 00  20  00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 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 

第２四半期（累計）  4,902  △12.0  124  △75.7  121  △68.7  61  △69.2     23   18 

通期  10,828  3.9  588  △7.0  554  11.2  322  33.0     117   91 

（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  



  

４．その他 

新規  1社  （社名）Thai Semitec Co.,Ltd    、除外       －社  （社名） 

     (注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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は終了していません。   

  

※  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。業績予想の前提となる

条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に

関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

  

  

  

  

（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） 
： 有

（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期１Ｑ 2,774,400株 23年3月期 2,474,400株

②  期末自己株式数 24年3月期１Ｑ －株 23年3月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期１Ｑ 2,484,290株 23年3月期１Ｑ 2,474,400株
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 平成23年３月期第１四半期累計期間においては四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期との比較増減は

記載しておりません。 

  

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、全体的に穏やかな回復基調でありましたが、欧州の一部国々に

おける財政不安等により、依然として円高水準でありました。又、東日本大震災により物流・生産・消費等におい

て広範囲に影響がありましたが、サプライチェーンの立て直しが進み、生産活動が回復している動きが見られまし

た。  

 このような経済状況のもとで、当企業グループは、東日本大震災の影響も比較的少なく国内・アジア地域を中心

としてOA機器関連、家電・住設関連及び産業機器向けの販売が堅調でありました。 

    この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,458百万円、営業利益は64百万円となりました。一方、保有

   外貨預金等の為替換算差額による為替差損の計上及び上場に伴う関連費用の計上により経常利益は12百万円となり

   ました。 

    また主として当社における留保金課税等により、法人税、住民税及び事業税を65百万円計上した結果、四半期純

   損失40百万円となりました。なお、これにより平成23年６月29日に発表した業績予想に関する変更はございませ 

   ん。  

  

 当企業グループは、平成23年４月１日の組織変更に伴い、報告セグメントの区分方法を前連結会計年度における

事業本部別報告セグメントから地域別報告セグメントに変更しました。変更後の報告セグメントは、「日本」、

「中国」、「その他アジア」及び「北米」の４つのセグメントで構成されております。      

   （上記のセグメントと当企業グループの関連については、「２.サマリー情報（その他）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」をご覧ください。）   

    

    セグメントの業績は、次のとおりであります。 

   ① 日本  

    震災の影響が若干ありましたが、国内及び欧州への産業機器及び家電・住設向け販売が好調でありました。この

   結果、売上高は1,021百万円となりました。また、従来売上高として処理していた子会社に対するロイヤリティ及 

   びコミッションの計上をとりやめ、各社の業績に応じて配当金を受領することとしたため、セグメント損失73百万

   円となりましたが、経常利益ベースでは黒字を確保しております。 

     

   ② 中国 

    中国においての 低賃金の上昇及び原材料の高騰による影響はありましたが、中国及び東南アジア地域へのOA機

   器、家電・住設及び情報機器関連の販売が堅調でありました。この結果、売上高1,123百万円、セグメント利益 

   69百万円となりました。  

     

   ③ その他アジア 

    韓国において、OA機器関連及び家電・住設の販売が好調でありました。この結果、売上高247百万円、セグメン 

   ト利益21百万円となりました。  

   

   ④ 北米    

    北米を中心に医療関連及びOA機器関連の販売が順調でありました。この結果、売上高66百万円、セグメント利益

   4百万円となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

SEMITEC㈱（6626）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

2



   参考：用途別販売比率   

 
    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （流動資産） 

   当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ168百万円増加し、7,249百万円となり

 ました。これは、主に現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 

   

 （固定資産） 

   当第１四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末と比べ60百万円増加し、3,272百万円となり 

 ました。これは、主に有形固定資産の取得による増加と減価償却による帳簿価額の減少によるものであります。 

  

 （流動負債） 

   当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ101百万円増加し、3,147百万円となり

 ました。これは、主に支払手形及び買掛金の減少とその他（主に未払金、未払費用）の増加によるものであります。

   

 （固定負債） 

   当第１四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ63百万円減少し、946百万円となりま 

 した。これは、主に長期借入金の返済による減少によるものであります。  

  

 （純資産） 

   当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べ190百万円増加し、6,427百万円となりま

 した。これは、主に新規上場に伴う新株発行による資本金及び資本剰余金345百万円の増加と利益剰余金89百万円の 

 減少及び前連結会計年度末より円高に推移したため為替換算調整勘定を計上したことによるものであります。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年６月29日に発表した業績予想につきましては、現在のところ変更はありません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第１四半期連結累計期間において、Thai Semitec Co.,Ltd及び石塚感応電子（深圳）有限公司を新たに設立し

、連結の範囲に含めております。又当第１四半期連結累計期間において、韶関市小金井電子有限公司は「石塚感応

電子（韶関）有限公司」に商号を変更しております。 

 当企業グループは、平成23年４月１日の組織変更に伴い、報告セグメントの区分方法を前連結会計年度における

事業本部別報告セグメントから地域別報告セグメントに変更致しました。変更後の報告セグメントは、「日本」、

「中国」、「その他アジア」及び「北米」の４つのセグメントで構成されております。なお、事業の内容等には変

更はありません。 

      

 ＜前第１四半期連結累計期間＞ ＜当第１四半期連結累計期間＞  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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 セグメントと当企業グループの関連を示すと次のとおりであります。 
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（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 

  該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。  

  

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,578,046 2,633,968

受取手形及び売掛金 2,165,502 2,276,179

商品及び製品 1,179,929 1,188,077

仕掛品 430,149 497,728

原材料及び貯蔵品 483,061 463,393

その他 248,312 194,058

貸倒引当金 △4,218 △4,185

流動資産合計 7,080,783 7,249,221

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,013,812 3,007,524

減価償却累計額 △1,838,542 △1,860,885

建物及び構築物（純額） 1,175,270 1,146,639

機械装置及び運搬具 4,738,989 4,794,087

減価償却累計額 △3,909,897 △3,954,410

機械装置及び運搬具（純額） 829,091 839,677

土地 608,587 634,061

建設仮勘定 29,106 65,786

その他 774,993 798,662

減価償却累計額 △665,374 △673,985

その他（純額） 109,618 124,676

有形固定資産合計 2,751,674 2,810,842

無形固定資産   

ソフトウエア 42,607 43,958

その他 49,858 48,787

無形固定資産合計 92,466 92,746

投資その他の資産   

投資有価証券 217,943 211,616

繰延税金資産 89,965 97,621

その他 66,906 66,598

貸倒引当金 △6,950 △7,000

投資その他の資産合計 367,864 368,836

固定資産合計 3,212,006 3,272,424

資産合計 10,292,789 10,521,645
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,387,326 1,353,854

短期借入金 709,821 728,995

1年内返済予定の長期借入金 325,123 300,057

リース債務 19,966 20,302

未払法人税等 74,878 68,598

その他 528,600 675,590

流動負債合計 3,045,716 3,147,399

固定負債   

長期借入金 349,532 291,036

長期未払金 159,220 159,220

リース債務 47,204 43,525

繰延税金負債 8,505 8,346

退職給付引当金 437,976 436,611

その他 8,016 8,016

固定負債合計 1,010,454 946,756

負債合計 4,056,171 4,094,155

純資産の部   

株主資本   

資本金 555,540 728,040

資本剰余金 459,540 632,040

利益剰余金 5,805,764 5,716,125

株主資本合計 6,820,844 7,076,205

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,742 5,718

為替換算調整勘定 △697,123 △758,066

その他の包括利益累計額合計 △687,381 △752,347

少数株主持分 103,154 103,632

純資産合計 6,236,618 6,427,490

負債純資産合計 10,292,789 10,521,645
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,458,606

売上原価 1,671,150

売上総利益 787,455

販売費及び一般管理費  

給料 248,350

賞与 24,880

法定福利費 28,766

福利厚生費 14,575

退職給付費用 14,591

役員報酬 49,560

雑給 10,585

研究開発費 111,026

その他 220,571

販売費及び一般管理費合計 722,908

営業利益 64,546

営業外収益  

受取利息 1,420

受取配当金 1,149

受取家賃 2,259

雑収入 5,750

営業外収益合計 10,579

営業外費用  

支払利息 6,781

貸倒引当金繰入額 50

為替差損 43,294

株式公開費用 9,191

株式交付費 2,686

雑損失 616

営業外費用合計 62,619

経常利益 12,507

特別利益  

固定資産売却益 531

特別利益合計 531

特別損失  

固定資産除却損 509

特別損失合計 509

税金等調整前四半期純利益 12,529

法人税、住民税及び事業税 65,967

法人税等調整額 △15,553

法人税等合計 50,413
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △37,883

少数株主利益 2,268

四半期純損失（△） △40,151
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △37,883

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △4,023

為替換算調整勘定 △62,738

その他の包括利益合計 △66,761

四半期包括利益 △104,645

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △105,117

少数株主に係る四半期包括利益 472

SEMITEC㈱（6626）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

10



該当事項はありません。  

   

（セグメント情報）     

Ⅰ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

   (注）     日本…当社 SEMITEC株式会社 

       中国…SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD、石塚国際貿易（上海）有限公司、SEMITEC TAIWAN  

          CORP.、感応貿易（深圳）有限公司、S.E.G. CO.,LTD、世美特電子（威海）有限公司、泰 

                   州石塚感応電子有限公司、石塚感応電子（韶関）有限公司、江蘇興順電子有限公司、石塚

                   感応電子（深圳）有限公司 

    その他アジア…SEMITEC KOREA CO.,LTD、SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC.、Thai Semitec Co., 

                   Ltd 

        北米…SEMITEC USA CORP. 

     

    ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主 

  な内容（差異調整に関する事項） 

  

    ３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 当企業グループは、平成23年４月１日の組織変更に伴い、報告セグメントの区分方法を前連結会計年度における

事業本部別報告セグメントから地域別報告セグメントに変更致しました。変更後の報告セグメントは、「日本」、

「中国」、「その他アジア」及び「北米」の４つのセグメントで構成されております。 

 又前第１四半期連結累計期間について、変更後の区分方法により作成した報告セグメントごとの売上高及び利益

又は損失の金額に関する情報は、前第１四半期連結累計期間に係るセグメント情報を作成しておりませんので、記

載をしておりません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
日本 中国 その他アジア 北米 

売上高          

外部顧客への売上高 1,021,048 1,123,347 247,483 66,727 2,458,606

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

290,267 450,930 427,049 1,278 1,169,526

計 1,311,315 1,574,277 674,533 68,005 3,628,132

セグメント利益（△損

失） 
△73,499 69,133 21,749 4,024 21,408

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計 21,408 

セグメント間取引消去 24,197 

たな卸資産の調整額 17,567 

その他 1,372 

四半期連結損益計算書の営業利益 64,546 
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 ４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

  該当事項はありません。  

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。   

  

 当企業グループは、平成23年６月29日に大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）への株式上場にあたり、

公募増資による払込が平成23年６月28日に完了いたしました。この結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ 

172,500千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において、資本金が728,040千円及び資本剰余金が632,040千円 

となっております。  

  

該当事項はありません。 

  

   

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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