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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年12月31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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第３四半期 16,649 △2.8 576 109.7 481 68.4 352 △1.0

28年３月期第３四半期 17,132 4.1 274 △46.2 286 △45.8 355 △45.0
(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 △234百万円( ―％) 28年３月期第３四半期 209百万円(△73.0％)

　

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

29年３月期第３四半期 53.50 ―

28年３月期第３四半期 53.86 ―
　

　

（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 ％

29年３月期第３四半期 18,286 7,374 40.3

28年３月期 19,048 7,777 40.8
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 7,374百万円 28年３月期 7,777百万円
　　

　

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

28年３月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

29年３月期 ― 10.00 ―

29年３月期(予想) 10.00 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
　　

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 23,500 △2.4 1,000 46.0 930 39.2 580 △1.5 88.57
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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 ： 有

　 (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 １社（社名）
北京康泰克電子技術
有限公司

　

(注) 詳細は、添付資料３ページ「（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。

　

（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 ： 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 ： 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) 29年３月期３Ｑ 6,600,000株 28年３月期 6,600,000株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 51,471株 28年３月期 308株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 6,580,042株 28年３月期３Ｑ 6,599,692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２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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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

当第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日～平成28年12月31日）におけるわが国経済は、新興国を中心とし

た経済成長の減速や英国のEU離脱問題による円高で輸出企業への収益圧迫があったものの、米国の大統領選挙後は

円安・株高となるなど、緩やかながら回復基調で推移いたしました。

当社におきましては、半導体製造装置向けに産業用コンピュータの販売が好調に推移するなど、電子機器製品の

国内売上が増加いたしました。米国市場では、医療機器業界向けの産業用コンピュータの販売が好調に推移いたし

ましたが、円高の影響もあり円ベースでの売上は若干の増加に留まりました。

また、EMS製品（物流システム用制御機器の受託生産）につきましては、株式会社ダイフクでの内製化が進んだ

ことに伴い、昨年と比べて売上が大幅に減少いたしました。

この結果、当社グループの売上高は16,649百万円（前年同期比2.8％減）となりました。利益面につきましては、

電子機器製品の販売増、生産効率の向上及び円高に伴う仕入コストの減少等により、営業利益は576百万円（同

109.7％増）、経常利益は481百万円（同68.4％増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきまし

ては、前期の特殊要因である投資有価証券売却益がなくなり、352百万円（同1.0％減）となりました。

なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

　

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は18,286百万円となり、前連結会計年度末に比べ761百万円減

少いたしました。これは主に現金及び預金の減少487百万円、のれんの減少374百万円、棚卸資産の増加141百万円

によるものであります。

　当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は10,912百万円となり、前連結会計年度末に比べ359百万円減

少いたしました。これは主に借入金の減少260百万円、未払法人税等の減少176百万円によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は7,374百万円となり、前連結会計年度末に比べ402百万円減

少いたしました。これは主に為替換算調整勘定の減少672百万円、利益剰余金の増加220百万円によるものでありま

す。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、前回発表した平成29年３月期通期の業績予想を以下のとおり変更いたしました。

当第３四半期連結累計期間の業績、ならびに第４四半期連結会計期間の見通しを踏まえて修正するものでありま

す。

　

平成29年３月期通期連結業績予想の修正（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属

する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ) 24,000 800 770 450 68.63

今回発表予想（Ｂ) 23,500 1,000 930 580 88.57

増減額（Ｂ－Ａ） △500 200 160 130 ―

増減率（％） △2.1 25.0 20.8 28.9 ―

（ご参考）

前期実績（平成28年３月期）
24,069 684 668 589 89.26

（差異の理由）

売上高は第３四半期以降、電子機器製品の増加が見込まれるものの、海外子会社の売上が減少するため、当初の

予想を若干下回る見込みであります。

利益面につきましては、電子機器製品の販売増により、当初の予想を上回る見込みであります。

　

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて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値と異なる場合があります。

決算短信（宝印刷） 2017年02月08日 14時27分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社コンテック(6639) 平成29年３月期 第３四半期決算短信

― 3 ―

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

当社は、第１四半期連結会計期間において、連結子会社であった北京康泰克電子技術有限公司を清算し、連結の

範囲から除外しております。

（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）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,858,366 2,371,347

受取手形及び売掛金 5,288,546 5,034,097

商品及び製品 2,040,145 2,123,946

仕掛品 1,206,737 1,301,830

原材料及び貯蔵品 2,096,679 2,059,765

繰延税金資産 240,079 196,527

その他 180,024 383,135

貸倒引当金 △8,866 -

流動資産合計 13,901,713 13,470,649

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 833,145 836,696

機械装置及び運搬具（純額） 46,442 58,770

工具、器具及び備品（純額） 132,328 100,558

土地 1,389,919 1,389,919

リース資産（純額） 28,478 17,187

建設仮勘定 1,772 5,425

有形固定資産合計 2,432,087 2,408,556

無形固定資産

のれん 1,752,502 1,378,275

ソフトウエア 221,016 221,185

その他 45,699 39,399

無形固定資産合計 2,019,218 1,638,860

投資その他の資産

投資有価証券 411,819 455,976

長期貸付金 - 29,261

繰延税金資産 138,044 136,832

退職給付に係る資産 61,152 81,294

その他 84,445 80,077

貸倒引当金 - △15,000

投資その他の資産合計 695,461 768,441

固定資産合計 5,146,767 4,815,859

資産合計 19,048,481 18,286,508
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,653,132 3,566,197

短期借入金 1,254,447 1,238,735

1年内返済予定の長期借入金 1,260,000 1,260,000

リース債務 15,055 14,185

繰延税金負債 - 3,226

未払法人税等 201,188 24,842

その他の引当金 - 7,000

その他 997,320 1,092,160

流動負債合計 7,381,144 7,206,348

固定負債

長期借入金 3,070,000 2,825,000

リース債務 13,607 3,185

繰延税金負債 6,147 5,157

退職給付に係る負債 799,164 849,470

その他の引当金 - 21,590

その他 1,121 1,287

固定負債合計 3,890,041 3,705,690

負債合計 11,271,186 10,912,039

純資産の部

株主資本

資本金 1,119,600 1,119,600

資本剰余金 103,909 103,909

利益剰余金 5,518,698 5,738,710

自己株式 △216 △36,184

株主資本合計 6,741,992 6,926,035

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 243,184 273,281

為替換算調整勘定 1,022,543 350,536

退職給付に係る調整累計額 △230,425 △175,383

その他の包括利益累計額合計 1,035,302 448,433

純資産合計 7,777,294 7,374,469

負債純資産合計 19,048,481 18,286,508
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 17,132,926 16,649,764

売上原価 13,061,152 12,543,828

売上総利益 4,071,774 4,105,935

販売費及び一般管理費

販売費 2,081,482 1,794,161

一般管理費 1,715,337 1,735,164

販売費及び一般管理費合計 3,796,820 3,529,325

営業利益 274,954 576,609

営業外収益

受取利息 1,666 1,658

受取配当金 14,376 9,674

為替差益 19,758 -

受取賃貸料 9,705 4,637

保険解約返戻金 5,540 -

その他 5,403 4,620

営業外収益合計 56,451 20,590

営業外費用

支払利息 35,243 35,059

為替差損 - 39,121

外国源泉税 8,569 10,105

貸倒引当金繰入額 - 15,000

その他 1,500 16,245

営業外費用合計 45,312 115,530

経常利益 286,092 481,669

特別利益

投資有価証券売却益 341,110 -

固定資産売却益 - 87

関係会社清算益 - 27,641

特別利益合計 341,110 27,728

特別損失

固定資産除却損 1,605 1,225

その他の投資評価損 1,852 -

特別損失合計 3,457 1,225

税金等調整前四半期純利益 623,745 508,172

法人税、住民税及び事業税 163,848 146,854

法人税等調整額 83,888 9,311

法人税等合計 247,737 156,166

四半期純利益 376,008 352,005

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 355,431 352,005

非支配株主に帰属する四半期純利益 20,576 -
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(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △125,391 30,096

繰延ヘッジ損益 △2,551 -

為替換算調整勘定 △57,855 △672,007

退職給付に係る調整額 19,069 55,042

その他の包括利益合計 △166,729 △586,869

四半期包括利益 209,279 △234,863

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 189,436 △234,863

非支配株主に係る四半期包括利益 19,843 -
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（３）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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

当社グループの事業セグメントは、「電子機器事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を

省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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