
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
 
  

   

   

 
   

   

   

 
     

   

  
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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１四半期 4,291 9.2 △183 ― △166 ― △181 ―
25年３月期第１四半期 3,930 0.6 △69 ― △72 ― △104 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 72百万円( ―％) 25年３月期第１四半期 △70百万円( ―％)

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１四半期 △54.86 ―
25年３月期第１四半期 △31.81 ―

（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１四半期 16,372 5,632 33.8
25年３月期 16,227 5,609 34.0

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 5,527百万円 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 ―

26年３月期(予想) 15.00 ― 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

第２四半期(累計) 9,300 13.7 △200 ― △220 ― △240 ― △72.73
通期 21,000 20.5 350 5.6 300 7.8 160 △6.1 48.49

(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１Ｑ 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１Ｑ 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１Ｑ 3,299,907株 25年３月期１Ｑ 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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当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）におけるわが国経済は、政府の

経済対策及び金融政策などを背景に改善の動きがみられておりますが、為替や株式市場が大きく変動す

るなど、不安定な状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループの売上高は4,291百万円（前年同期比9.2％増）となりました。ま

た、営業損失は183百万円、経常損失は166百万円、四半期純損失は181百万円となりました。 

  

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 

拡張ボード系機器、ネットワーク系機器及びシステム製品の売上は、景気回復の期待感はあるもの

の、企業の国内設備投資が本格回復に至っておらず、昨年と比べて減少いたしました。 

一方で、太陽光発電計測関連製品の売上は、引続き好調に推移いたしました。現在、メガソーラー

（大規模な太陽光発電）関連の案件が堅調で、更なる受注獲得に向けて営業活動を強化してまいりま

す。また、米国のDTx社を子会社化したことにより、医療装置向け産業用パソコンの売上が大幅に増

加いたしました。 

この結果、売上高は2,797百万円（前年同期比44.4％増）、セグメント損失は76百万円となりまし

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、急速な円安により海外からの仕入コストが大きく増加いたしました。 

この結果、売上高1,493百万円（前年同期比25.0％減）、セグメント損失は99百万円となりまし

た。 

  

資産は16,372百万円となり、前連結会計年度末に比べ144百万円増加いたしました。これは主に現金

及び預金の増加651百万円、棚卸資産の増加430百万円、のれんの増加101百万円、投資有価証券の増加

50百万円、売上債権の減少1,111百万円であります。  

負債は10,740百万円となり、前連結会計年度末に比べ122百万円増加いたしました。これは主にその

他流動負債の増加194百万円、未払法人税等の減少52百万円であります。 

純資産は5,632百万円となり、前連結会計年度末に比べ22百万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214百万円、その他有価証券評価差額金の増加31百万円、四半期純損失の計上、配

当金の支払による利益剰余金の減少230百万円であります。   

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました業績予想に変更は

ありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,166,511 2,818,046

受取手形及び売掛金 5,018,119 3,906,785

商品及び製品 2,093,450 2,180,758

仕掛品 511,440 736,690

原材料及び貯蔵品 1,378,157 1,496,467

繰延税金資産 51,206 52,868

その他 144,522 196,237

貸倒引当金 △12,012 △5,275

流動資産合計 11,351,396 11,382,578

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 933,409 924,006

機械装置及び運搬具（純額） 29,521 28,428

工具、器具及び備品（純額） 68,046 64,701

土地 1,389,919 1,389,919

リース資産（純額） 79,134 79,063

建設仮勘定 2,168 6,684

有形固定資産合計 2,502,200 2,492,804

無形固定資産   

のれん 1,509,517 1,611,398

ソフトウエア 210,804 189,286

その他 17,228 19,085

無形固定資産合計 1,737,550 1,819,771

投資その他の資産   

投資有価証券 259,630 310,400

繰延税金資産 2,120 2,277

その他 374,759 364,267

投資その他の資産合計 636,510 676,944

固定資産合計 4,876,261 4,989,521

資産合計 16,227,657 16,372,099

㈱コンテック(6639)平成26年３月期 第１四半期決算短信

－ 4 －



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,023,354 3,004,122

短期借入金 1,250,354 1,250,145

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 870,471 858,352

リース債務 20,284 21,589

未払法人税等 74,817 21,979

その他 703,520 898,328

流動負債合計 9,142,803 9,254,517

固定負債   

長期借入金 804,329 800,000

リース債務 59,032 57,657

繰延税金負債 11,613 30,607

退職給付引当金 566,704 586,196

その他 33,275 11,019

固定負債合計 1,474,955 1,485,482

負債合計 10,617,758 10,740,000

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 3,468,152

自己株式 △69 △69

株主資本合計 5,487,825 5,257,283

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 39,376

繰延ヘッジ損益 － △1,303

為替換算調整勘定 17,682 231,796

その他の包括利益累計額合計 25,623 269,869

少数株主持分 96,449 104,946

純資産合計 5,609,898 5,632,099

負債純資産合計 16,227,657 16,372,099
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,930,374 4,291,477

売上原価 3,105,644 3,320,569

売上総利益 824,730 970,907

販売費及び一般管理費   

販売費 452,085 529,431

一般管理費 442,542 625,391

販売費及び一般管理費合計 894,628 1,154,822

営業損失（△） △69,898 △183,914

営業外収益   

受取利息 371 276

受取配当金 1,044 1,264

受取賃貸料 7,697 6,130

受取保険金 － 30,000

助成金収入 9,965 －

その他 887 2,506

営業外収益合計 19,966 40,177

営業外費用   

支払利息 14,973 15,675

為替差損 6,986 6,951

その他 120 138

営業外費用合計 22,080 22,765

経常損失（△） △72,012 △166,503

特別損失   

固定資産除却損 26 8

特別損失合計 26 8

税金等調整前四半期純損失（△） △72,039 △166,511

法人税、住民税及び事業税 46,989 13,752

法人税等調整額 △13,661 △441

法人税等合計 33,327 13,311

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △105,367 △179,822

少数株主利益又は少数株主損失（△） △392 1,220

四半期純損失（△） △104,974 △181,043

少数株主利益又は少数株主損失（△） △392 1,220

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △105,367 △179,822

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,873 31,435

繰延ヘッジ損益 － △1,303

為替換算調整勘定 42,735 221,905

その他の包括利益合計 34,861 252,038

四半期包括利益 △70,505 72,215

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △71,069 63,202

少数株主に係る四半期包括利益 563 9,012
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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24年４月１日  至  平成24年６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△13,440千円は、棚卸資産の調整額であります。 

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１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６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  セグメント損失(△)の調整額△8,401千円には、棚卸資産の調整額△9,181千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。 

  

  

  

  

（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）

（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 1,937,825 1,992,549 3,930,374 ― 3,930,374

セグメント間の内部売上高
又は振替高

287,012 1,114,227 1,401,239 △1,401,239 ―

計 2,224,837 3,106,776 5,331,614 △1,401,239 3,930,374

セグメント利益又は損失(△) △125,057 68,599 △56,457 △13,440 △69,898

(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 2,797,938 1,493,538 4,291,477 ― 4,291,477

セグメント間の内部売上高
又は振替高

497,322 908,770 1,406,093 △1,406,093 ―

計 3,295,261 2,402,309 5,697,570 △1,406,093 4,291,477

セグメント損失(△) △76,470 △99,043 △175,513 △8,401 △183,914
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