
  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９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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代表者 （役職名） 代表取締役会長 （氏名）石塚 二朗 
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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２四半期 4,904 △2.6 34 △55.2 △11 ― △159 ― 

24年３月期第２四半期 5,036 ― 77 ― △86 ― △169 ― 

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △346百万円（ー％）   24年３月期第２四半期 △391百万円 （ー％） 

  
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２四半期 △56.40 ―  

24年３月期第２四半期 △63.93 ―  

  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２四半期 10,383 5,457 52.4 1,925.51 

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２四半期 5,443百万円   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 ―  0.00     

25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 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４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２Ｑ 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２Ｑ     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２Ｑ 2,826,821株 24年３月期２Ｑ 2,649,359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における世界経済は、減速感が広がり、全体として弱い景気回復となりました。 

  欧州は財政不安が深刻化し高い失業率が継続しており、中国においては輸出や投資が鈍化し、また、国内において

  も世界景気の減速等を背景に、回復が足踏み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、自動車関連の売上は増加しましたが、情報機器、産業機器向

  けの売上は減少しました。また、中国を中心とする人件費の高騰等に対応するため製造原価及び販売管理費の削減

  に努めましたが、依然として厳しい状況となっております。 

   この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は4,904百万円（前年同四半期比2.6％減）、営業利益は34百万円

  （前年同四半期比55.2％減)、経常損失は11百万円（前年同四半期は、経常損失86百万円）、四半期純損失は159百

  万円（前年同四半期は、四半期純損失169百万円）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第１四半期連結会計期間に引き続き好調でありましたが、欧州の景気低迷が継続していたこ

とにより需要が伸びず情報機器及び産業機器向け販売が減少した結果、売上高1,940百万円（前年同四半期比6.8％

減）、セグメント損失107百万円（前年同四半期は、セグメント損失197百万円）となりました。 

（中国） 

    OA機器関連の販売が復調でありましたが、中国における人件費高騰の影響があった結果、売上高2,473百万円

（前年同四半期比2.8％増）、セグメント利益139百万円（前年同四半期比7.3％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、前連結会計年度において主要なOA機器関連の販売を中国

（セグメント）に変更した結果、売上高333百万円（前年同四半期比19.8％減）、セグメント損失13百万円（前年

同四半期は、セグメント利益43百万円）となりました。 

   （北米） 

    情報機器向け販売が減少しましたが、医療関連の販売が増加した結果、売上高157百万円（前年同四半期比

19.6％増）、セグメント利益11百万円（前年同四半期比4.7％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２四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258百万円減少し、7,050百万円となり

 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２四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109百万円増加し、3,332百万円となり

 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２四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417百万円増加し、3,820百万円となり

 ました。これは、主に短期借入金の増加と１年内返済予定の長期借入金及びその他（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２四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161百万円減少し、1,104百万円となり

 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２四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404百万円減少し、5,457百万円となりま

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。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

   当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

138百万円減少し、2,387百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果得られた資金は、239百万円となりました。（前年同四半期は、140百万円の支出）これは主にその

他資産、負債の増減による増加274百万円と退職給付引当金の増減額△47百万円によるものであります。 

   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果使用した資金は、569百万円となりました。（前年同四半期は、255百万円の支出）これは主に、固

定資産の取得による支出424百万円及び子会社持分の取得による支出118百万円によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

   財務活動の結果得られた資金は、257百万円となりました。（前年同四半期は、493百万円の収入）これは主に、短

期借入金の純増加額517百万円及び長期借入金の返済による支出169百万円と配当金の支払額56百万円、少数株主への

配当金の支払額22百万円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24年５月15日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の業

績予想に変更はありません。   
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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 

  当第２四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、当社の関係会社である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、当社の関係会社である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、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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,583,534 2,452,269

受取手形及び売掛金 2,026,491 2,122,300

商品及び製品 1,549,017 1,423,254

仕掛品 459,840 483,232

原材料及び貯蔵品 452,220 462,879

その他 242,580 112,253

貸倒引当金 △4,391 △5,202

流動資産合計 7,309,292 7,050,987

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,078,254 3,049,938

減価償却累計額 △1,935,158 △1,855,418

建物及び構築物（純額） 1,143,096 1,194,520

機械装置及び運搬具 4,440,117 4,353,181

減価償却累計額 △3,656,143 △3,660,288

機械装置及び運搬具（純額） 783,973 692,892

土地 632,624 629,483

建設仮勘定 203,428 360,641

その他 793,020 803,356

減価償却累計額 △666,392 △670,488

その他（純額） 126,628 132,867

有形固定資産合計 2,889,751 3,010,405

無形固定資産   

ソフトウエア 32,195 24,082

その他 50,125 46,900

無形固定資産合計 82,320 70,982

投資その他の資産   

投資有価証券 202,346 189,252

繰延税金資産 3,266 2,912

その他 53,174 67,527

貸倒引当金 △7,650 △8,606

投資その他の資産合計 251,137 251,086

固定資産合計 3,223,209 3,332,475

資産合計 10,532,502 10,383,462

- 5 -

SEMITEC㈱（6626）　平成25年３月期　第２四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,135,336 1,165,341

短期借入金 1,285,768 1,790,451

1年内返済予定の長期借入金 298,279 248,281

リース債務 20,208 17,494

未払法人税等 22,031 21,475

その他 641,844 577,803

流動負債合計 3,403,469 3,820,847

固定負債   

長期借入金 544,440 424,472

長期未払金 159,220 159,220

リース債務 33,802 28,228

繰延税金負債 87,447 98,543

退職給付引当金 433,888 386,388

その他 8,016 8,016

固定負債合計 1,266,814 1,104,867

負債合計 4,670,283 4,925,715

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 4,856,143

自己株式 △61 △78

株主資本合計 6,492,525 6,276,520

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 △4,560

為替換算調整勘定 △646,122 △828,896

その他の包括利益累計額合計 △647,359 △833,457

少数株主持分 17,052 14,683

純資産合計 5,862,218 5,457,746

負債純資産合計 10,532,502 10,383,462
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 5,036,573 4,904,629

売上原価 3,474,090 3,575,523

売上総利益 1,562,482 1,329,106

販売費及び一般管理費   

給料 500,905 434,054

賞与 54,872 62,614

法定福利費 63,457 62,287

福利厚生費 25,000 23,264

退職給付費用 32,763 23,457

役員報酬 99,888 78,022

雑給 22,828 4,163

研究開発費 225,814 184,004

その他 459,106 422,410

販売費及び一般管理費合計 1,484,637 1,294,278

営業利益 77,844 34,827

営業外収益   

受取利息 2,582 3,117

受取配当金 4,586 16,960

受取家賃 4,519 4,526

作業くず売却益 8,203 10,138

雑収入 4,906 7,463

営業外収益合計 24,798 42,206

営業外費用   

支払利息 14,458 12,976

貸倒引当金繰入額 50 956

為替差損 160,103 65,181

株式公開費用 9,191 －

株式交付費 3,586 －

雑損失 1,927 9,675

営業外費用合計 189,316 88,788

経常損失（△） △86,673 △11,754

特別利益   

固定資産売却益 660 －

特別利益合計 660 －

特別損失   

固定資産売却損 279 －

固定資産除却損 20,793 14,825

投資有価証券評価損 － 20,539

特別退職金 － 33,622

特別損失合計 21,072 68,987
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

税金等調整前四半期純損失（△） △107,085 △80,742

法人税、住民税及び事業税 67,735 71,751

法人税等調整額 △9,344 7,189

法人税等合計 58,391 78,941

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △165,477 △159,683

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,902 △232

四半期純損失（△） △169,379 △159,451

- 8 -

SEMITEC㈱（6626）　平成25年３月期　第２四半期決算短信



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △165,477 △159,683

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,001 △3,323

為替換算調整勘定 △206,654 △183,698

その他の包括利益合計 △225,656 △187,022

四半期包括利益 △391,133 △346,706

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △389,516 △345,549

少数株主に係る四半期包括利益 △1,616 △1,157
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △107,085 △80,742

減価償却費 204,323 188,647

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,038 △47,092

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,000 1,945

受取利息及び受取配当金 △7,169 △20,077

支払利息 14,458 12,976

為替差損益（△は益） 25,006 △4,145

投資有価証券評価損益（△は益） － 20,539

固定資産売却損益（△は益） △381 －

固定資産除却損 20,793 14,825

売上債権の増減額（△は増加） △303,865 △193,064

たな卸資産の増減額（△は増加） △239,082 25,285

仕入債務の増減額（△は減少） 242,372 124,265

その他 106,953 274,670

小計 △43,713 318,033

利息及び配当金の受取額 6,669 7,978

利息の支払額 △14,359 △13,933

法人税等の支払額 △88,813 △72,471

営業活動によるキャッシュ・フロー △140,217 239,605

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △14,003 △41,005

定期預金の払戻による収入 3,685 31,275

固定資産の取得による支出 △248,383 △424,675

固定資産の売却による収入 2,447 1,597

投資有価証券の取得による支出 △2,148 △2,134

子会社持分の取得による支出 － △118,846

その他 2,888 △16,066

投資活動によるキャッシュ・フロー △255,514 △569,854

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,782,889 3,757,467

短期借入金の返済による支出 △1,454,375 △3,240,125

長期借入金の返済による支出 △167,124 △169,966

配当金の支払額 △49,488 △56,536

少数株主への配当金の支払額 － △22,988

株式公開費用の支払額 △10,792 －

株式の発行による収入 401,788 －

リース債務の返済による支出 △9,885 △10,034

財務活動によるキャッシュ・フロー 493,013 257,817

現金及び現金同等物に係る換算差額 △109,442 △66,538
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,161 △138,968

現金及び現金同等物の期首残高 2,541,149 2,526,417

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,528,987 2,387,448

- 11 -

SEMITEC㈱（6626）　平成25年３月期　第２四半期決算短信



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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 

 （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 

     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）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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 2,083,815 2,405,567 415,949 131,240 5,036,573 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

537,442 838,741 878,188 1,711 2,256,084 

計 2,621,258 3,244,309 1,294,138 132,951 7,292,657 

セグメント利益（△損失） △197,012 150,006 43,471 11,655 8,120 

利益 金額 

報告セグメント計 8,120 

セグメント間取引消去 53,489 

たな卸資産の調整額 13,406 

その他 2,827 

四半期連結損益計算書の営業利益 77,844 
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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 

 （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。 

  

   該当事項はありません。  

  

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 1,940,887 2,473,540 333,183 157,019 4,904,629 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

395,186 1,066,171 675,830 847 2,138,036 

計 2,336,073 3,539,711 1,009,014 157,866 7,042,666 

セグメント利益（△損失） △107,843 139,028 △13,410 11,096 28,871 

利益 金額 

報告セグメント計 28,871 

セグメント間取引消去     34,601 

たな卸資産の調整額     △32,566 

その他    3,920 

四半期連結損益計算書の営業利益     34,827 

（７）重要な後発事象
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