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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日）

（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 ％

26年３月期第２四半期 9,852 20.5 97  ― 114 ― 56 ―
25年３月期第２四半期 8,178 1.7 △47 ― △45  ― △105 ―

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 504百万円( ―％) 25年３月期第２四半期 △101百万円( ―％)

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

26年３月期第２四半期 17.16 ―
25年３月期第２四半期 △31.92 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 17,147 6,064 34.7
25年３月期 16,227 5,609 34.0

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 5,945百万円 25年３月期 5,513百万円

２．配当の状況

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

25年３月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

26年３月期 ― 15.00

26年３月期(予想) ― 15.00 30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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 21,000 20.5 500 50.8 450 61.7 300 76.1 90.91
(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 3,300,000株 25年３月期 3,300,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 93株 25年３月期 93株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 3,299,907株 25年３月期２Ｑ 3,299,907株

※ 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きの対象外であり、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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※ 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、添付資料３ページ「（３）連結業績予
想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、非製造

業を中心に設備投資の持ち直しの動きが見られ、企業収益が大企業を中心に改善するなど、緩やかな回

復傾向が続いております。 

このような状況の中、当社グループの売上高は9,852百万円（前年同期比20.5％増）となりました。

また、利益面につきましては前年と比べて大幅に改善し、営業利益は97百万円、経常利益は114百万

円、四半期純利益は56百万円となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 電子機器事業 

当事業では、国内の設備投資が持ち直しつつあることを受けて、デバイス製品の中でも産業用パソ

コン系機器の販売が増加いたしました。また、昨年12月に子会社化した米国のDTx社では、医療装置

への組込用パソコンの販売が好調に推移しております。ソリューション製品では、太陽光発電計測関

連の販売が引続き堅調に推移いたしました。 

この結果、売上高は6,522百万円（前年同期比53.5％増）、セグメント利益（営業利益）は209百万

円となりました。 

  

② ＥＭＳ（Electronic Manufacturing Service）事業 

当事業では、株式会社ダイフク向けの物流システム用制御機器の販売が昨年と比べて減少いたしま

した。また、円安に伴う海外からの仕入れコストの増大により、利益が減少いたしました。 

この結果、売上高3,329百万円（前年同期比15.3％減）、セグメント損失（営業損失）は104百万円

となりました。 

  

①  資産・負債及び純資産の状況 

資産は17,147百万円となり、前連結会計年度末に比べ920百万円増加いたしました。これは主に現

金及び預金の増加834百万円、棚卸資産の増加696百万円、固定資産の増加130百万円、投資有価証券

の増加102百万円、売上債権の減少913百万円であります。 

負債は11,083百万円となり、前連結会計年度末に比べ465百万円増加いたしました。これは主に仕

入債務の増加560百万円、長期借入金の減少74百万円であります。 

純資産は6,064百万円となり、前連結会計年度末に比べ454百万円増加いたしました。これは主に為

替換算調整勘定の増加360百万円、その他有価証券評価差額金の増加64百万円であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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②  キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間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

度に比べ834百万円増加し、3,001百万円となりました。主な増減要因は次のとおりであります。 

  

営業活動により増加した資金は983百万円となりました。主な内訳は、売上債権の減少による1,009

百万円の収入、仕入債務の増加による478百万円の収入、棚卸資産の増加による621百万円の支出であ

ります。 

  

投資活動により減少した資金は89百万円となりました。これは主に固定資産取得による62百万円の

支出によるものであります。 

  

財務活動により減少した資金は142百万円となりました。主な内訳は、長期借入金の返済による82百

万円の支出、配当金の支払による49百万円の支出であります。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年10月31日に公表いたしました業績予想に変更は

ありません。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,166,511 3,001,053

受取手形及び売掛金 5,018,119 4,104,228

商品及び製品 2,093,450 2,099,775

仕掛品 511,440 1,113,266

原材料及び貯蔵品 1,378,157 1,466,648

繰延税金資産 51,206 61,422

その他 144,522 213,148

貸倒引当金 △12,012 △5,743

流動資産合計 11,351,396 12,053,798

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 933,409 923,445

機械装置及び運搬具（純額） 29,521 26,589

工具、器具及び備品（純額） 68,046 93,391

土地 1,389,919 1,389,919

リース資産（純額） 79,134 73,665

建設仮勘定 2,168 12,106

有形固定資産合計 2,502,200 2,519,117

無形固定資産   

のれん 1,509,517 1,662,288

ソフトウエア 210,804 167,684

その他 17,228 21,114

無形固定資産合計 1,737,550 1,851,086

投資その他の資産   

投資有価証券 259,630 362,496

繰延税金資産 2,120 1,678

その他 374,759 359,813

投資その他の資産合計 636,510 723,989

固定資産合計 4,876,261 5,094,193

資産合計 16,227,657 17,147,992
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,023,354 3,583,727

短期借入金 1,250,354 1,250,316

関係会社短期借入金 3,200,000 3,200,000

1年内返済予定の長期借入金 870,471 800,000

リース債務 20,284 21,223

未払法人税等 74,817 43,854

その他 703,520 656,555

流動負債合計 9,142,803 9,555,676

固定負債   

長期借入金 804,329 800,000

リース債務 59,032 52,626

繰延税金負債 11,613 48,392

退職給付引当金 566,704 601,751

その他 33,275 25,204

固定負債合計 1,474,955 1,527,975

負債合計 10,617,758 11,083,652

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,119,600 1,119,600

資本剰余金 669,600 669,600

利益剰余金 3,698,695 3,705,831

自己株式 △69 △69

株主資本合計 5,487,825 5,494,961

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,940 72,357

為替換算調整勘定 17,682 378,001

その他の包括利益累計額合計 25,623 450,358

少数株主持分 96,449 119,020

純資産合計 5,609,898 6,064,340

負債純資産合計 16,227,657 17,147,992
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(2)【四半期連結損益及び包括利益計算書】 
【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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 8,178,880 9,852,131

売上原価 6,445,163 7,532,172

売上総利益 1,733,716 2,319,958

販売費及び一般管理費   

販売費 891,569 1,131,809

一般管理費 890,079 1,090,581

販売費及び一般管理費合計 1,781,648 2,222,390

営業利益又は営業損失（△） △47,932 97,568

営業外収益   

受取利息 1,075 1,015

受取配当金 9,962 13,188

受取賃貸料 12,022 12,261

受取保険金 － 30,000

助成金収入 9,965 －

その他 3,751 4,219

営業外収益合計 36,777 60,685

営業外費用   

支払利息 29,939 30,195

為替差損 2,864 10,019

その他 1,703 3,109

営業外費用合計 34,507 43,324

経常利益又は経常損失（△） △45,661 114,929

特別損失   

固定資産除却損 1,332 1,423

特別損失合計 1,332 1,423

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（△）

△46,994 113,505

法人税、住民税及び事業税 52,757 54,584

法人税等調整額 6,325 △7,692

法人税等合計 59,083 46,892

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（△）

△106,077 66,613

少数株主利益又は少数株主損失（△） △745 9,978

四半期純利益又は四半期純損失（△） △105,332 56,634

少数株主利益又は少数株主損失（△） △745 9,978

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（△）

△106,077 66,613

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,673 64,416

為替換算調整勘定 14,186 373,426

その他の包括利益合計 4,512 437,842

四半期包括利益 △101,564 504,456

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △101,085 481,369

少数株主に係る四半期包括利益 △478 23,086
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△46,994 113,505

減価償却費 130,805 127,046

のれん償却額 － 58,653

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 △7,732

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,986 59,143

受取利息及び受取配当金 △11,038 △14,204

支払利息 29,939 30,195

為替差損益（△は益） 1,650 4,599

有形固定資産除却損 1,332 1,423

売上債権の増減額（△は増加） 712,411 1,009,348

たな卸資産の増減額（△は増加） △533,739 △621,713

仕入債務の増減額（△は減少） 122,743 478,374

その他 △250,054 △175,034

小計 179,052 1,063,605

利息及び配当金の受取額 8,994 12,552

利息の支払額 △29,860 △31,036

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,979 △61,291

営業活動によるキャッシュ・フロー 153,206 983,830

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 67,250 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） △14,883 △15,197

有形固定資産の取得による支出 △24,060 △48,667

無形固定資産の取得による支出 △11,660 △14,274

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△46,825 －

その他 294 △11,279

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,885 △89,418

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 － △82,843

配当金の支払額 △49,385 △49,350

リース債務の返済による支出 △10,556 △10,685

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,942 △142,879

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,719 83,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 70,098 834,541

現金及び現金同等物の期首残高 2,983,584 2,166,511

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,053,682 3,001,053
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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) 

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) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額3,573千円は、棚卸資産の調整額2,793千円及びセグメント間取引消去

780千円が含まれております。 

２  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失と調整を行っております。

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日) 

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) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額△7,664千円は、棚卸資産の調整額△9,344千円及びセグメント間取引

消去1,680千円が含まれております。 

２  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
及び包括利益
計算書計上額

(注)２電子機器事業 ＥＭＳ事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 4,249,468 3,929,411 8,178,880 ― 8,178,880

セグメント間の内部売上高
又は振替高

651,938 2,312,352 2,964,290 △2,964,290 ―

計 4,901,406 6,241,763 11,143,170 △2,964,290 8,178,880

セグメント利益又は損失(△) △164,302 112,796 △51,505 3,573 △47,932

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
及び包括利益
計算書計上額

(注)２電子機器事業 ＥＭＳ事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 6,522,895 3,329,235 9,852,131 ― 9,852,131

セグメント間の内部売上高
又は振替高

922,462 1,849,590 2,772,053 △2,772,053 ―

計 7,445,357 5,178,826 12,624,184 △2,772,053 9,852,131

セグメント利益又は損失(△) 209,424 △104,191 105,233 △7,664 97,568

㈱コンテック(6639)平成26年３月期 第２四半期決算短信 

－ 9 －




