
  

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 ％ 

25年３月期第１四半期     2,496 1.5 △25 － △76 － △127 － 

24年３月期第１四半期 2,458 － 64 － 12 － △40 － 

（注）包括利益 25年3月期第１四半期 △291百万円 （― ％）   24年3月期第１四半期 △104百万円 （― ％）

  
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 

25年３月期第１四半期 △45.24 ― 

24年３月期第１四半期 △16.16 ― 

  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 

25年３月期第１四半期     10,323     5,512     53.2     1,944.58 

24年３月期     10,532     5,862     55.4     2,067.74 

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期     5,497百万円   24年３月期     5,845百万円 

  
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 
24年３月期 ―     0.00 ―     20.00     20.00 
25年３月期 ―       
25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、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 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） 5,063 0.5 △18 ― △18 ― △117 ― △41.53 

通期 10,264 9.8 31 ― 27 ― △236 ― △83.48 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規       －社  （社名）                        、除外       －社  （社名） 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

   （注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。 

      詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (3）会計方針の変更・会計上の

      見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

  

（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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  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）： 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： 無

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                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 2,826,900株 24年３月期 2,826,900株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ     88株 24年３月期 64株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ     2,826,830株 24年３月期１Ｑ 2,484,290株
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（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、減速感が広がったものの、全体として緩やかな景気回復となり 

  ました。アメリカにおいては、雇用環境の改善の遅れや住宅価格の下落等により回復基調が緩やかになりました。

  欧州においては、財政不安の深刻さが増してきております。中国においては、欧州の財政不安を背景に輸出や投資

  の伸びの鈍化が顕著となりました。国内においては、震災からの復興需要等を背景に緩やかな回復傾向が見られま

  したが、円高基調の継続により引き続き厳しい状況となっております。 

   このような経済状況のもとで、当企業グループは、OA機器関連、家電・住設関連の販売が堅調に推移し、特に

自動車関連の販売は大幅に増加いたしました。しかしながら、原材料費の高騰、中国を中心とする人件費の高騰

及び為替の影響等により損益は依然として厳しい状況となっております。 

   この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は2,496百万円（前年同四半期比1.5％増）、営業損失は25百万円

   （前年同四半期は、営業利益64百万円)、経常損失は76百万円（前年同四半期は、経常利益12百万円）、四半期純 

   損失は127百万円（前年同四半期は、四半期純損失40百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

（日本）    

 自動車向けの販売は好調に推移致しましたが、欧州の景気低迷が引き続いたことによる情報機器及び産業機器 

向け販売が低迷した結果、売上高1,005百万円（前年同四半期比1.5％減）、セグメント損失51百万円（前年同四半

期は、セグメント損失73百万円）となりました。 

（中国） 

    OA機器関連の販売が復調しましたが、原材料費の高騰、人件費の高騰等の影響があった結果、売上高1,256百万

円（前年同四半期比11.8％増）、セグメント利益35百万円（前年同四半期比47.9％減）となりました。 

   （その他アジア） 

    家電及び自動車関連の販売は堅調に推移しましたが、OA機器関連主要販売先が中国（セグメント）に変更になっ

た結果、売上高155百万円（前年同四半期比37.3％減）、セグメント利益1百万円（前年同四半期比92.6％減）とな

りました。 

   （北米） 

    医療関連の販売は好調に推移しましたが、利益率の高い製品の販売が減少した結果、売上高79百万円（前年同 

   四半期比19.8％増）、セグメント利益3百万円（前年同四半期比24.1％減）となりました。 

  

 参考：用途別販売比率  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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  （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269百万円減少し、7,039百万円となり 

 ました。これは、主に現金及び預金の減少と商品及び製品の減少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、3,283百万円となりま

 した。これは、主に有形固定資産の増加と時価評価による投資有価証券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237百万円増加し、3,640百万円となり 

 ました。これは、主に短期借入金の増加とその他（主に未払費用及び未払金）の減少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97百万円減少し、1,169百万円となりま

 した。これは、主に長期借入金の減少と退職給付引当金の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349百万円減少し、5,512百万円となりま

 した。これは、主に為替換算調整勘定の計上と利益剰余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 

平成24年５月15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、当企業グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

 重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

   なお、当社の子会社であるS.E.G.CO.,LTDは、前連結会計年度において清算を決議しており、現在清算手続き中で 

   あります。また、当社の子会社であるThai Semitec Co.,LtdおよびSEMITEC PHILIPPINES CORPORATIONは、当第１ 

   四半期連結累計期間において清算を決議しており、現在清算手続き中であります。 

   

   

（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  

 （減価償却方法の変更） 

   当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

  資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

   

 該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,583,534 2,447,301

受取手形及び売掛金 2,026,491 2,110,573

商品及び製品 1,549,017 1,434,503

仕掛品 459,840 478,752

原材料及び貯蔵品 452,220 406,848

その他 242,580 166,984

貸倒引当金 △4,391 △5,197

流動資産合計 7,309,292 7,039,767

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,078,254 2,928,159

減価償却累計額 △1,935,158 △1,837,255

建物及び構築物（純額） 1,143,096 1,090,904

機械装置及び運搬具 4,440,117 4,465,188

減価償却累計額 △3,656,143 △3,679,040

機械装置及び運搬具（純額） 783,973 786,148

土地 632,624 628,642

建設仮勘定 203,428 340,546

その他 793,020 805,257

減価償却累計額 △666,392 △673,113

その他（純額） 126,628 132,144

有形固定資産合計 2,889,751 2,978,386

無形固定資産   

ソフトウエア 32,195 28,087

その他 50,125 47,647

無形固定資産合計 82,320 75,734

投資その他の資産   

投資有価証券 202,346 184,354

繰延税金資産 3,266 3,347

その他 53,174 50,036

貸倒引当金 △7,650 △8,606

投資その他の資産合計 251,137 229,132

固定資産合計 3,223,209 3,283,253

資産合計 10,532,502 10,323,020
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,135,336 1,162,436

短期借入金 1,285,768 1,595,213

1年内返済予定の長期借入金 298,279 273,280

リース債務 20,208 18,902

未払法人税等 22,031 20,058

その他 641,844 570,870

流動負債合計 3,403,469 3,640,761

固定負債   

長期借入金 544,440 484,456

長期未払金 159,220 159,220

リース債務 33,802 30,598

繰延税金負債 87,447 90,512

退職給付引当金 433,888 396,812

その他 8,016 8,016

固定負債合計 1,266,814 1,169,615

負債合計 4,670,283 4,810,377

純資産の部   

株主資本   

資本金 758,227 758,227

資本剰余金 662,227 662,227

利益剰余金 5,072,131 4,887,690

自己株式 △61 △78

株主資本合計 6,492,525 6,308,066

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,236 △16,436

為替換算調整勘定 △646,122 △794,601

その他の包括利益累計額合計 △647,359 △811,038

少数株主持分 17,052 15,615

純資産合計 5,862,218 5,512,643

負債純資産合計 10,532,502 10,323,020
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,458,606 2,496,548

売上原価 1,671,150 1,869,327

売上総利益 787,455 627,220

販売費及び一般管理費   

給料 248,350 215,323

賞与 24,880 32,276

法定福利費 28,766 30,594

福利厚生費 14,575 11,793

退職給付費用 14,591 13,326

役員報酬 49,560 38,606

雑給 10,585 1,601

研究開発費 111,026 92,433

その他 220,571 216,637

販売費及び一般管理費合計 722,908 652,594

営業利益又は営業損失（△） 64,546 △25,373

営業外収益   

受取利息 1,420 1,366

受取配当金 1,149 836

受取家賃 2,259 2,303

作業くず売却益 546 1,899

雑収入 5,204 3,240

営業外収益合計 10,579 9,645

営業外費用   

支払利息 6,781 6,665

貸倒引当金繰入額 50 956

為替差損 43,294 46,709

株式公開費用 9,191 －

株式交付費 2,686 －

雑損失 616 6,135

営業外費用合計 62,619 60,466

経常利益又は経常損失（△） 12,507 △76,194

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 14,825

特別退職金 － 3,589

特別損失合計 509 18,415

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（△）

12,529 △94,610

法人税、住民税及び事業税 65,967 30,403
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

法人税等調整額 △15,553 2,356

法人税等合計 50,413 32,760

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △37,883 △127,370

少数株主利益 2,268 534

四半期純損失（△） △40,151 △127,904
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △37,883 △127,370

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,023 △15,199

為替換算調整勘定 △62,738 △149,238

その他の包括利益合計 △66,761 △164,438

四半期包括利益 △104,645 △291,809

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △105,117 △291,583

少数株主に係る四半期包括利益 472 △225
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  該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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、 

           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） 

  

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。 

   

該当事項はありません。 

   

  （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 1,005,424     1,256,071 155,110 79,941 2,496,548 

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

167,780     504,685     367,607 357 1,040,430 

計 1,173,205     1,760,756 522,717 80,299 3,536,978 

セグメント利益（△損失） △51,292 35,959 1,605 3,051 △10,676 

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計   △10,676 

セグメント間取引消去     22,431 

たな卸資産の調整額     △40,169 

その他     3,040 

四半期連結損益計算書の営業損失     △25,373 

（６）重要な後発事象
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