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1.  平成24年11月期第2四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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11月期第2四半期 7,788 1.7 △194 ― △95 ― △156 ―
23年11月期第2四半期 7,658 △21.3 △117 ― △51 ― △167 ―

（注）包括利益 24年11月期第2四半期 142百万円 （―％） 23年11月期第2四半期 △149百万円 （―％）

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11月期第2四半期 △8.20 ―
23年11月期第2四半期 △8.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年11月期第2四半期 17,023 8,823 51.4 458.00
23年11月期 16,595 8,731 52.2 453.72
（参考） 自己資本   24年11月期第2四半期  8,744百万円 23年11月期  8,662百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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11月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年11月期 ― 0.00
24年11月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成24年11月期の連結業績予想（平成23年12月 1日～平成24年11月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 18,000 6.8 500 92.7 500 50.7 400 724.4 20.95
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(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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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 
連結業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と大きく異な
る可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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11月期2Q 19,354,596 株 23年11月期 19,354,596 株
② 期末自己株式数 24年11月期2Q 262,859 株 23年11月期 262,819 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年11月期2Q 19,091,761 株 23年11月期2Q 19,092,025 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成23年12月１日～平成24年５月31日）におけるわが国経済は、昨年の東日本大震

災からの復興が進み、生産活動の回復傾向が見られましたが、欧州の債務危機による世界経済への悪影響や円高の

進行による企業業績の下振れが懸念されるなど、景気の先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

このような市場環境の下、当社グループは、商社事業においては、新商品の発掘や既存得意先の機械設備等の更

新需要の掘り起こしを行い、主力の産業機械・機器の受注販売は持ち直しの傾向が見られました。プリフォーム事

業においては、主要市場である中国飲料市場が景気の減速および天候不順の影響を受け、主要顧客の飲料が販売不

振であったため、ペットボトル用プリフォームの販売数量が低迷いたしました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は7,788百万円（前年同四半期比1.7％増）、営業損失は194百万

円（前年同四半期は117百万円の損失）、経常損失は95百万円（前年同四半期は51百万円の損失）となりました。

四半期純損失は、特別利益として受取保険金60百万円等があったものの、特別損失として連結子会社の解散および

清算を決議したことに伴う事業撤退損等を107百万円計上したことから156百万円（前年同四半期は167百万円の損

失）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は9,502百万円となり、前連結会計年度末に比べ200百万円増加い

たしました。これは主に現金及び預金、商品及び製品が増加したものの、受取手形及び売掛金が減少したことによ

るものであります。固定資産は7,520百万円となり、前連結会計年度末に比べ227百万円増加いたしました。これは

主に有形固定資産、投資有価証券、関係会社出資金が増加したことによるものであります。 

その結果、総資産は17,023百万円となり、前連結会計年度末に比べ427百万円増加いたしました。 

  

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は6,552百万円となり、前連結会計年度末に比べ348百万円増加い

たしました。これは主に支払手形及び買掛金、災害損失引当金が減少したものの、短期借入金および前受金が増加

したことによるものであります。固定負債は1,647百万円となり、前連結会計年度末に比べ13百万円減少いたしま

した。これは主に社債が減少したことによるものであります。 

その結果、負債合計は8,199百万円となり、前連結会計年度末に比べ335百万円増加いたしました。 

  

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は8,823百万円となり、前連結会計年度末に比べ92百万円増加いた

しました。これは主に資本剰余金の配当による減少、利益剰余金、繰延ヘッジ損益の減少があったものの、為替換

算調整勘定が増加したことによるものであります。 

その結果、自己資本比率は51.4％（前連結会計年度末は52.2％）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

現時点において、平成24年１月16日に発表した通期の業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

（税金費用） 

税金費用については、当第２四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。

  

（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。 

   

（４）追加情報 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

アルテック株式会社（9972） 平成24年11月期 第2四半期決算短信

3



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11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,778,692 3,408,374

受取手形及び売掛金 3,637,405 2,660,925

商品及び製品 1,255,726 1,747,724

原材料及び貯蔵品 348,679 328,065

前渡金 698,667 1,081,234

繰延税金資産 26,025 24,816

その他 577,493 300,422

貸倒引当金 △20,288 △48,611

流動資産合計 9,302,402 9,502,950

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,479,805 1,476,692

機械装置及び運搬具（純額） 2,726,530 2,736,995

土地 80,479 80,479

リース資産（純額） 113,495 68,184

建設仮勘定 77,070 287,352

その他（純額） 689,194 676,661

有形固定資産合計 5,166,574 5,326,365

無形固定資産   

ソフトウエア 39,461 31,334

その他 278,290 300,523

無形固定資産合計 317,752 331,857

投資その他の資産   

投資有価証券 284,414 299,293

関係会社出資金 934,589 963,652

長期貸付金 31,670 31,020

敷金及び保証金 200,491 196,353

繰延税金資産 25,455 31,060

その他 871,795 353,853

貸倒引当金 △539,223 △12,814

投資その他の資産合計 1,809,192 1,862,418

固定資産合計 7,293,519 7,520,642

資産合計 16,595,921 17,023,592
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,281,620 2,038,080

短期借入金 1,902,303 2,209,944

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 48,235 32,498

前受金 1,104,929 1,498,814

受注損失引当金 200 2,753

災害損失引当金 87,195 －

繰延税金負債 1,594 719

その他 757,670 749,846

流動負債合計 6,203,750 6,552,657

固定負債   

社債 70,000 60,000

長期借入金 1,464,778 1,473,662

繰延税金負債 80,428 80,312

その他 45,318 33,090

固定負債合計 1,660,525 1,647,065

負債合計 7,864,275 8,199,723

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,527,829 5,527,829

資本剰余金 2,366,770 2,309,494

利益剰余金 1,710,238 1,553,640

自己株式 △222,786 △222,796

株主資本合計 9,382,051 9,168,168

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △21,061 △19,693

繰延ヘッジ損益 △8,068 △57,657

為替換算調整勘定 △690,527 △346,751

その他の包括利益累計額合計 △719,657 △424,102

新株予約権 19,876 19,876

少数株主持分 49,375 59,927

純資産合計 8,731,645 8,823,869

負債純資産合計 16,595,921 17,023,592
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 7,658,666 7,788,345

売上原価 6,393,552 6,621,150

売上総利益 1,265,113 1,167,195

販売費及び一般管理費 1,382,665 1,361,548

営業損失（△） △117,551 △194,353

営業外収益   

受取利息 9,786 14,422

受取配当金 3,010 2,992

為替差益 85,588 103,399

持分法による投資利益 69,723 57,864

その他 22,598 34,728

営業外収益合計 190,707 213,407

営業外費用   

支払利息 53,870 82,405

デリバティブ評価損 44,828 －

その他 25,800 32,168

営業外費用合計 124,499 114,573

経常損失（△） △51,343 △95,519

特別利益   

貸倒引当金戻入額 223 －

固定資産売却益 2,497 168

投資有価証券売却益 － 29,999

保険解約返戻金 7,177 －

受取保険金 40,283 60,983

災害損失引当金戻入額 － 8,411

負ののれん発生益 22,279 －

特別利益合計 72,460 99,563

特別損失   

固定資産売却損 13,159 －

固定資産除却損 39,160 467

減損損失 58,519 16,385

災害による損失 26,721 －

投資有価証券売却損 5,897 －

関係会社出資金評価損 － 5,539

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18,399 －

事業撤退損 － 107,506

特別損失合計 161,858 129,899

税金等調整前四半期純損失（△） △140,741 △125,855

法人税、住民税及び事業税 26,487 29,111

法人税等調整額 △5,072 △1,799

法人税等合計 21,414 27,311

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △162,156 △153,166

少数株主利益 5,337 3,431

四半期純損失（△） △167,493 △156,598
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △162,156 △153,166

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,759 1,367

繰延ヘッジ損益 17,845 △49,588

為替換算調整勘定 △8,391 343,775

その他の包括利益合計 12,212 295,554

四半期包括利益 △149,943 142,387

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △155,105 134,579

少数株主に係る四半期包括利益 5,161 7,808
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 該当事項はありません。 

   

   

当社は第１四半期会計期間において、平成24年２月28日開催の第36期定時株主総会決議に基づき下記の通り、配

当の原資を資本剰余金とする配当をいたしました。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本剰余金が2,309,494千円となっております。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（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24年２月28日 

定時株主総会 
普通株式  57,275  3.00 平成23年11月30日 平成24年２月29日 資本剰余金
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