
１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日） 

  

（注）24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。又23年３月期第３四半期については、潜在株式は存在しておりま  

   すが、非上場であり期中平均株価が把握できないため、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） 
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  （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３四半期     7,205  △11.0     30  △95.2     △112   ―     △257    ― 

23年３月期第３四半期     8,102     ―     646     ―     470     ―     229     ― 

（注）  包括利益 24年３月期第３四半期  △431百万円 (－％) 23年３月期第３四半期   △82百万円 ( ％)－

  
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３四半期     △95.21   ― 

23年３月期第３四半期     92.87    ― 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年３月期第３四半期     10,604     6,160     57.1 

23年３月期     10,292     6,236     59.5 

（参考）自己資本 24年３月期第３四半期     6,056百万円 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     ―     0.00     ―     

24年3月期（予想）           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、対前期増減率）

  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 

通期     9,953   △4.4     124  △80.3     △69     ―     △242     ―     △88.60 

（注）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 ２ 社（社名）Thai Semitec Co.,Ltd 、SEMITEC PHILIPPINES CORPORATION    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３Ｑ 2,826,900株 23年３月期 2,474,400株

②  期末自己株式数 24年３月期３Ｑ  64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３Ｑ 2,708,750株 23年３月期３Ｑ 2,474,400株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間における世界経済は、ユーロ圏の財政問題が長期化していることやアメリカでの弱い

景気回復状況により全体として回復が弱まっております。又、タイの洪水の影響や金融システムに対する懸念等に

より景気が下振れするリスクがあります。国内においても、穏やかに持ち直しておりますが、東日本大震災の影響

が依然としてあることや為替レート・株価の変動等による景気の下振れ懸念があり、依然として不透明な状況であ

ります。 

  このような経済状況のもとで、当企業グループは、市場競争が激化する中国・アジア地域への拡販に対応する為

    生産設備の自動化や効率化に取組んでまいりました。 

 この結果、欧州の景気低迷や震災の影響により販売が減少したことや為替の影響等により、当第３四半期連結累

計期間の売上高は7,205百万円（前年同四半期比11.0％減）、営業利益は30百万円（前年同四半期比95.2％減）と

なりました。又、第１四半期連結会計期間からの急速な円高の影響により外貨預金等の為替換算差額を為替差損と

して計上した結果、経常損失は112百万円（前年同四半期は、経常利益470百万円）となりました。また、当社及び

連結子会社における税金費用の計上によって、四半期純損失257百万円（前年同四半期は、四半期純利益229百万

円）となりました。 

  

  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 

        震災の影響も比較的少なく自動車向けの販売は堅調でありましたが、欧州の景気低迷やタイの洪水の影響等によ

り家電及び産業機器向けの販売が伸び悩んだ結果となり、売上高は2,981百万円（前年同四半期比13.6％減）、セ 

   グメント損失340百万円（前年同四半期は、セグメント利益242百万円）となりました。このセグメント損失につい

ては、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、各子会社

の業績に応じて配当金を受領することとした影響によるものであり、経常利益面では黒字となっております。 

      

 ② 中国 

    中国及び東南アジア地域を中心にOA機器、家電、自動車向けの販売は堅調でありましたが、人件費の高騰及び 

為替の影響により売上高3,494百万円（前年同四半期比6.0％減）、セグメント利益253百万円（前年同四半期比 

   20.6％減）となりました。 

  

③ その他アジア 

    韓国における販売は堅調に推移しましたが、当第３四半期連結累計期間中において、主要販売先の要望により、

OA機器・家電向けの販売を中国（セグメント）との販売に商流変更をしました。その結果、前年同四半期に比べ売

上高が減少し、売上高548百万円（前年同四半期比19.0％減）、セグメント利益28百万円（前年同四半期比30.5％

減）となりました。 

     

   ④ 北米 

 北米を中心とした医療関連向けの拡販に注力しておりますが、前年同四半期連結累計期間での情報機器向けの

特需販売が減少した結果、売上高180百万円（前年同四半期比28.0％減）、セグメント利益13百万円（前年同四半

期比69.0％減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 参考：用途別販売比率  

      ＜前第３四半期連結累計期間＞              ＜当第３四半期連結累計期間＞ 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末（平成23年12月31日現在）  

 （流動資産） 

   当第３四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404百万円増加し、7,485百万円となり

 ました。これは、主に受取手形及び売掛金の減少と商品及び製品、仕掛品の増加によるものであります。 

 （固定資産） 

  当第３四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92百万円減少し、3,119百万円となり 

 ました。これは、主に有形・無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及び投資有価証券の時

  価評価による減少によるものであります。 

 （流動負債） 

  当第３四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243百万円増加し、3,289百万円となり

  ました。これは、主に短期借入金の増加及びその他（主に未払金・未払費用）の減少によるものであります。 

 （固定負債） 

  当第３四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144百万円増加し、1,154百万円となり

ました。これは、主に長期借入金の増加及びリース債務の返済、繰延税金負債の減少によるものであります。 

 （純資産）  

   当第３四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75百万円減少し、6,160百万円となりま 

 した。これは、主に新規上場に伴う新株発行（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を含

む）による資本金及び資本剰余金405百万円の増加と利益剰余金307百万円の減少及びその他有価証券評価差額金の減

少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 

  連結業績予想につきましては、平成23年11月７日の「平成24年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」で 

  公表いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。 

    

（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３四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、SEMITEC 

PHILIPPINES CORPORATION、SEMITEC Europe GmbHを新たに設立したことにより、当企業グループは、当社（SEMITEC

㈱）、子会社16社により構成されております。 

  又当第３四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。 

  

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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,578,046 2,614,816

受取手形及び売掛金 2,165,502 2,050,169

商品及び製品 1,179,929 1,590,140

仕掛品 430,149 531,464

原材料及び貯蔵品 483,061 448,667

その他 248,312 254,382

貸倒引当金 △4,218 △4,493

流動資産合計 7,080,783 7,485,147

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,013,812 3,038,595

減価償却累計額 △1,838,542 △1,906,610

建物及び構築物（純額） 1,175,270 1,131,985

機械装置及び運搬具 4,738,989 4,584,545

減価償却累計額 △3,909,897 △3,778,794

機械装置及び運搬具（純額） 829,091 805,751

土地 608,587 627,315

建設仮勘定 29,106 15,907

その他 774,993 780,900

減価償却累計額 △665,374 △652,548

その他（純額） 109,618 128,351

有形固定資産合計 2,751,674 2,709,311

無形固定資産   

ソフトウエア 42,607 36,405

その他 49,858 47,621

無形固定資産合計 92,466 84,027

投資その他の資産   

投資有価証券 217,943 178,376

繰延税金資産 89,965 92,747

その他 66,906 63,096

貸倒引当金 △6,950 △7,850

投資その他の資産合計 367,864 326,369

固定資産合計 3,212,006 3,119,709

資産合計 10,292,789 10,604,856
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,387,326 1,421,443

短期借入金 709,821 1,022,881

1年内返済予定の長期借入金 325,123 325,556

リース債務 19,966 20,712

未払法人税等 74,878 53,690

その他 528,600 444,807

流動負債合計 3,045,716 3,289,091

固定負債   

長期借入金 349,532 512,754

長期未払金 159,220 159,220

リース債務 47,204 38,546

繰延税金負債 8,505 777

退職給付引当金 437,976 435,494

その他 8,016 8,016

固定負債合計 1,010,454 1,154,808

負債合計 4,056,171 4,443,900

純資産の部   

株主資本   

資本金 555,540 758,227

資本剰余金 459,540 662,227

利益剰余金 5,805,764 5,498,365

自己株式 － △61

株主資本合計 6,820,844 6,918,758

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 △11,188

為替換算調整勘定 △697,123 △850,950

その他の包括利益累計額合計 △687,381 △862,139

少数株主持分 103,154 104,336

純資産合計 6,236,618 6,160,955

負債純資産合計 10,292,789 10,604,856
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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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高 8,102,989 7,205,905

売上原価 5,314,842 4,983,982

売上総利益 2,788,147 2,221,923

販売費及び一般管理費   

給料 717,366 755,319

賞与 76,258 63,521

法定福利費 86,680 93,158

福利厚生費 41,243 38,997

退職給付費用 36,802 46,117

役員報酬 141,593 139,677

雑給 24,131 32,734

研究開発費 308,690 335,116

その他 709,041 686,702

販売費及び一般管理費合計 2,141,810 2,191,345

営業利益 646,336 30,577

営業外収益   

受取利息 4,744 3,725

受取配当金 2,621 5,580

受取家賃 4,786 6,823

雑収入 24,960 23,968

営業外収益合計 37,112 40,097

営業外費用   

支払利息 19,476 21,906

貸倒引当金繰入額 350 900

為替差損 188,853 143,311

株式公開費用 2,000 9,191

株式交付費 － 3,586

雑損失 2,106 4,563

営業外費用合計 212,786 183,458

経常利益又は経常損失（△） 470,662 △112,782

特別利益   

固定資産売却益 1,069 709

貸倒引当金戻入額 475 －

ゴルフ会員権売却益 712 －

特別利益合計 2,258 709
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 49 341

固定資産除却損 10,785 22,278

投資有価証券売却損 264 －

投資有価証券評価損 364 900

ゴルフ会員権評価損 3,746 －

役員退職慰労金 37,200 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 929 －

特別損失合計 53,340 23,519

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

419,580 △135,593

法人税、住民税及び事業税 150,855 95,692

法人税等調整額 25,422 22,296

法人税等合計 176,277 117,988

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

243,302 △253,581

少数株主利益 13,496 4,329

四半期純利益又は四半期純損失（△） 229,806 △257,911
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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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

243,302 △253,581

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,314 △20,930

為替換算調整勘定 △312,490 △156,980

その他の包括利益合計 △325,804 △177,911

四半期包括利益 △82,502 △431,493

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △84,421 △432,670

少数株主に係る四半期包括利益 1,918 1,176
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該当事項はありません。   

   

   

   （セグメント情報） 

 Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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 

                                           （単位：千円） 

(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 

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

         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） 

                                      (単位：千円） 

  

  ３．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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

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 3,452,592 3,721,561 678,108 250,727 8,102,989 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1,295,528 1,485,714 1,342,397 1,141 4,124,781 

計 4,748,120 5,207,276 2,020,505 251,868 12,227,770 

セグメント利益（△損失） 242,335 320,179 41,370 42,380 646,266 

利益 金額 

報告セグメント計  646,266

セグメント間取引消去  30,525

たな卸資産の調整額  △33,481

その他  3,026

四半期連結損益計算書の営業利益  646,336
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 Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 

                                           （単位：千円） 

 (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、 

             SEMITEC PHILIPPINES CORPORATION 

         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） 

                                     (単位：千円） 

  

   ３．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。 

  

   ４．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。 

   なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法により作成したものを開示して 

 おります。 

  

  

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 2,981,884 3,494,745 548,843 180,432 7,205,905 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

728,925 1,252,554 1,237,881 1,946 3,221,307 

計 3,710,810 4,747,299 1,786,724 182,378 10,427,212 

セグメント利益（△損失） △340,800 253,976 28,750 13,105 △44,967 

利益 金額 

報告セグメント計  △44,967

セグメント間取引消去  64,631

たな卸資産の調整額  7,569

その他  3,344

四半期連結損益計算書の営業利益  30,577
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    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。また、第２四半期会計期間において、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）による払い込みが平成23年７月26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202,687千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において、資本 

   金が758,227千円及び資本剰余金が662,227千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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