
  

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月1日～平成25年12月31日） 

  

（注）25年３月期第３四半期の潜在株式調整後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。また、26年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期

   純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない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） 
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（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３四半期 8,930 22.6 329 ― 489 491.7 287 ― 

25年３月期第３四半期 7,282 1.0 15 △49.5 82 ― △78 ― 

（注）包括利益 26年３月期第３四半期  861百万円（415.8％）   25年３月期第３四半期 167百万円 （ ― ％） 

  
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３四半期 101.73 ― 

25年３月期第３四半期 △27.63 ― 

  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 

26年３月期第３四半期 12,009 6,550 54.4 2,311.68 

25年３月期 10,611 5,688 53.4 2,006.48 

（参考）自己資本 26年３月期第３四半期 6,534 百万円   25年３月期  5,671百万円 

  
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 

25年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 

26年３月期 ― 0.00 ―    

26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  11,722  19.5  368  ―  467 186.2  248  ―  87.84 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有     



※  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 

  

  

  

  

（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に対するレビュー手続は終了

  しております。 

   

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  （将来に関する記述等についてのご注意）  

    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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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P.３「１.当四半期決算に関する定性的情報（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。 

   

（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        ： 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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期３Ｑ 2,826,900株 25年３月期 2,826,900株

②  期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 88株 25年３月期 88株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 2,826,812株 25年３月期３Ｑ 2,826,818株
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（１）経営成績に関する説明 

      当第３四半期連結累計期間における世界経済が弱い回復を継続している状況の下、当社の販売は海外向けのOA機

    器・家電関連を中心として好調に推移し、海外販売比率は前年同四半期比5％増の72％となりました。 

  また、為替相場が円安に推移したことから、売上高及び各段階利益は、前年同四半期を大きく上回りました。 

   この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,930百万円（前年同四半期比22.6％増）、営業利益は329百万

  円（前年同四半期は15百万円）、経常利益は489百万円（前年同四半期比491.7％増）、四半期純利益は287百万円 

  （前年同四半期は、四半期純損失78百万円）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） 

   OA機器関連の販売が日本から当社海外子会社にシフトしていることにより減少しましたが、家電関連における欧

  州向けの販売増加や自動車関連の販売が好調であった結果、売上高2,954百万円（前年同四半期比4.8％増）、セ 

  グメント損失68百万円（前年同四半期は、セグメント損失156百万円）となりました。 

  

  （中国） 

   OA機器関連の販売が引き続き好調に推移したこと、家電関連の新規受注が増加したこと、医療関連の体温計向け

  販売増加した結果、売上高5,032百万円（前年同四半期比35.8％増）、セグメント利益260百万円（前年同四半期比

  45.0％増）となりました。 

  

  （その他アジア） 

   自動車関連及び家電関連の販売が好調であった結果、売上高680百万円（前年同四半期比28.3％増）、セグメン 

  ト利益112百万円（前年同四半期は、セグメント損失49百万円）となりました。 

  

  （北米） 

   家電・住設関連及び自動車関連の販売が好調であった結果、売上高262百万円（前年同四半期比14.9％増）、セ 

  グメント利益18百万円（前年同四半期比25.5％増）となりました。 

  

   上記は各拠点の所在地を地域別に集計したものであります。 

  

参考①：用途別販売比率 

参考②：地域別販売先比率 

※参考②は販売先の所在地を地域別に集計したものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する説明 

（流動資産） 

  当第３四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1,086百万円増加し、8,637百万円とな

  りました。これは、主に現金及び預金の増加及び受取手形及び売掛金の増加、商品及び製品、仕掛品の増加によるも

 のであります。 

（固定資産） 

  当第３四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311百万円増加し、3,372百万円となり

 ました。これは、主に有形固定資産の増加によるものであります。 

（流動負債） 

  当第３四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595百万円増加し、4,380百万円となり

 ました。これは、主に支払手形及び買掛金の増加によるものであります。 

（固定負債） 

  当第３四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59百万円減少し、1,078百万円となり 

 ました。これは、主に長期借入金の減少及び退職給付引当金の減少と繰延税金負債の増加によるものであります。 

（純資産）  

  当第３四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861百万円増加し、6,550百万円となりま

 した。これは、主に為替換算調整勘定借方残高の減少と利益剰余金の増加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 

  通期の連結業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえて、平成25年11月11日の「平成26年３月期通期業績

 予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。  

  詳細につきましては、本日（平成26年２月10日）公表いたしました「平成26年３月期通期業績予想の修正及び為替

 差益計上に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

    当第３四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。  

   なお、当社の関係会社であるS.E.G.CO.,LTD及びThai Semitec Co.,Ltdは、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 

 該当事項はありません。 

   

  

   

 当企業グループは、当第３四半期連結累計期間において四半期純利益を計上しておりますが、前連結会計年度（平成

25年３月期）及び前々連結会計年度（平成24年３月期）において当期純損失を計上しました。こうした状況により、継

続企業の前提に関する重要事象があります。 

 これらの事象又は状況に対処すべく引き続き、工程改善、外注先の見直し、原材料の見直し等を実施し徹底した製造

コスト削減、人件費を含む経費及び在庫圧縮、設備投資及び研究開発投資の厳選を行うことに努めております。 

また、取引金融機関との関係は良好であり必要な資金枠は確保していることから、継続企業の前提に関する重要な不確

実性は認められないと判断しております。 

    

   

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

－3－

SEMITEC㈱（6626）　平成26年３月期　第３四半期決算短信



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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,562,119 2,950,240

受取手形及び売掛金 2,311,435 2,688,069

商品及び製品 1,367,842 1,499,304

仕掛品 556,954 702,212

原材料及び貯蔵品 560,935 622,314

その他 197,759 179,838

貸倒引当金 △6,203 △4,173

流動資産合計 7,550,844 8,637,805

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,016,876 3,118,198

減価償却累計額 △1,920,492 △1,990,172

建物及び構築物（純額） 1,096,384 1,128,026

機械装置及び運搬具 4,460,692 4,665,174

減価償却累計額 △3,830,953 △3,911,362

機械装置及び運搬具（純額） 629,739 753,812

土地 662,839 672,498

建設仮勘定 141,834 166,753

その他 839,229 756,530

減価償却累計額 △709,510 △581,911

その他（純額） 129,718 174,619

有形固定資産合計 2,660,515 2,895,708

無形固定資産   

ソフトウエア 10,491 10,164

その他 56,631 63,580

無形固定資産合計 67,122 73,744

投資その他の資産   

投資有価証券 245,771 293,926

繰延税金資産 3,038 －

その他 91,722 116,768

貸倒引当金 △7,356 △8,006

投資その他の資産合計 333,176 402,688

固定資産合計 3,060,814 3,372,142

資産合計 10,611,658 12,009,948
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,020,146 1,452,379

短期借入金 1,941,934 1,884,318

1年内返済予定の長期借入金 252,127 186,634

リース債務 14,499 13,634

未払法人税等 40,249 121,949

その他 515,982 721,821

流動負債合計 3,784,939 4,380,738

固定負債   

長期借入金 443,474 407,678

長期未払金 159,220 159,220

リース債務 21,821 12,417

繰延税金負債 127,255 161,153

退職給付引当金 377,602 329,632

その他 8,542 8,514

固定負債合計 1,137,915 1,078,615

負債合計 4,922,855 5,459,354

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 4,322,702 4,610,280

自己株式 △78 △78

株主資本合計 5,743,078 6,030,656

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,203 27,093

為替換算調整勘定 △78,326 476,946

その他の包括利益累計額合計 △71,123 504,040

少数株主持分 16,847 15,897

純資産合計 5,688,803 6,550,594

負債純資産合計 10,611,658 12,009,948
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 7,282,653 8,930,214

売上原価 5,318,703 6,501,123

売上総利益 1,963,949 2,429,091

販売費及び一般管理費   

給料 674,436 756,294

賞与 96,666 97,500

法定福利費 97,512 117,623

福利厚生費 38,245 37,819

退職給付費用 35,900 37,913

役員報酬 116,899 143,372

雑給 8,344 9,265

研究開発費 229,510 176,262

その他 650,993 723,647

販売費及び一般管理費合計 1,948,510 2,099,698

営業利益 15,438 329,392

営業外収益   

受取利息 4,589 3,915

受取配当金 17,769 5,734

為替差益 50,155 152,910

受取家賃 6,697 4,897

作業くず売却益 11,915 7,039

雑収入 12,438 16,560

営業外収益合計 103,566 191,058

営業外費用   

支払利息 20,374 23,687

貸倒引当金繰入額 1,156 650

雑損失 14,735 6,527

営業外費用合計 36,266 30,864

経常利益 82,738 489,586

特別利益   

関係会社清算益 7,339 －

特別利益合計 7,339 －

特別損失   

固定資産除却損 14,825 －

特別退職金 33,622 －

特別損失合計 48,448 －

税金等調整前四半期純利益 41,629 489,586

法人税、住民税及び事業税 98,946 180,768

法人税等調整額 21,556 24,441

法人税等合計 120,502 205,210

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（△）

△78,873 284,375

少数株主損失（△） △756 △3,202

四半期純利益又は四半期純損失（△） △78,116 287,578
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

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（△）

△78,873 284,375

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,325 19,890

為替換算調整勘定 250,276 557,549

その他の包括利益合計 245,950 577,440

四半期包括利益 167,076 861,816

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 166,900 862,741

少数株主に係る四半期包括利益 176 △925
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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３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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。 

（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）

  

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 2,819,319 3,704,867 530,273 228,192 7,282,653 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

590,905 1,568,446 966,593 856 3,126,801 

計 3,410,224 5,273,314 1,496,866 229,048 10,409,454 

セグメント利益（△損失） △156,172 179,713 △49,696 15,059 △11,095 

利益 金額 

報告セグメント計 △11,095 

セグメント間取引消去     55,613 

たな卸資産の調整額     △31,962 

その他   2,883 

四半期連結損益計算書の営業利益    15,438 
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31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。 

   

  （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 2,954,681 5,032,388 680,863 262,281 8,930,214 

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

610,505 1,659,558 1,397,269 480 3,667,814 

計 3,565,187 6,691,947 2,078,132 262,761 12,598,029 

セグメント利益（△損失） △68,257 260,609 112,117 18,910 323,380 

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計 323,380 

セグメント間取引消去 53,207 

たな卸資産の調整額 △51,994 

その他 4,799 

四半期連結損益計算書の営業利益 329,392 
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