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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第51期

第３四半期連結
累計期間

第52期
第３四半期連結
累計期間

第51期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（千円） 12,600,103 8,687,034 16,195,662

経常利益又は経常損失（△）（千

円）
120,897 △242,782 170,436

四半期（当期）純利益又は四半期純

損失（△）（千円）
85,681 △325,962 44,470

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
76,877 △326,078 47,775

純資産額（千円） 1,480,749 1,101,071 1,451,631

総資産額（千円） 10,930,666 8,810,955 10,714,097

１株当たり四半期（当期）純利益金

額又は１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）

17.61 △67.01 9.14

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 13.5 12.5 13.5

　

回次
第51期

第３四半期連結
会計期間

第52期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

１株当たり四半期純損失金額（△）

（円）
△8.99 △21.29

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第52期第３四半期連結累計期間について

は、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第51期

第３四半期連結累計期間及び第51期については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（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、当社の連結子会社が販売事業で１社増加いたしました。

EDINET提出書類

内外テック株式会社(E02986)

四半期報告書

 2/17



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要や政策効果などによる緩やかな回復の動きが見られ

ましたが、円高の長期化や、欧州経済の停滞に加えて米国や新興国での景気減速懸念が広がりましたことから先行

きの不透明感を払拭できない状況で推移いたしました。

当社グループの主な取引先である半導体業界や半導体製造装置業界におきましては、世界的な景気の減速懸念か

ら、多くの企業で生産調整や設備投資の抑制・延期等の動きが継続されたことにより、半導体製造装置メーカーの

受注は引き続き減少いたしました。また、ＦＰＤ(フラットパネルディスプレイ)製造装置業界におきましても、ス

マートフォンやタブレット端末の需要増加がありましたものの、パソコンやテレビの販売が低調なことから、ＦＰ

Ｄ製造装置メーカーの受注も回復には至りませんでした。

このような経営環境のなかで、当社グループは、製販一体の総合力の強化と、営業力の強化により受注獲得に努め

るとともに、アジアを中心とした「ものづくり」に積極的に対応するため、先期の中国海外子会社の設立に続き、４

月に韓国に「内外テック韓国株式会社」を設立し、販路の拡大や仕入先の開拓を進めたほか、マレーシアを始めと

した東南アジア地区におけるアライアンス先（連携先）の開拓に着手し、11月にはアジア製品を適正な品質と価格

で提供するためのファミリーブランド「Ａ ＣＵＢＩＣ」の立上げをいたしました。また、新たな事業分野への取組

として「医療機器分野」への参入を目指してまいりました。　

当第３四半期連結累計期間の売上高は、景気低迷の影響を受け主要取引先であります半導体製造装置メーカーか

らの受注が大きく減少したことから86億87百万円（前年同期比31.1%減）となりました。損益面では、原価改善や販

売費・一般管理費の削減に努めたものの、取引先からの受注減少による売上高の低下やコストダウン要請により、

営業損失２億14百万円（前年同期営業利益１億49百万円）、経常損失２億42百万円（前年同期経常利益１億20百万

円）となりました。

また、繰延税金資産を78百万円取崩したことにより、四半期純損失３億25百万円（前年同期四半期純利益85百万

円）となりました。　

　

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

①販売事業

半導体・ＦＰＤ製造装置等の各種コンポーネンツ（部品）及び同装置の販売事業におきましては、半導体製造装

置メーカー等からの受注が減少したことから、売上高81億13百万円（前年同期比31.8%減）となりました。損益面で

は、売上減少から営業損失１億50百万円（前年同期営業利益１億15百万円）となりました。

②受託製造事業

半導体・ＦＰＤ製造装置等の組立及び保守メンテナンス等の受託製造事業におきましても、半導体製造装置メー

カー等からの受注が減少したことから、売上高９億５百万円（前年同期比38.3％減）となりました。損益面では、売

上減少から営業損失86百万円（前年同期営業利益８百万円）となりました。

　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因、経営戦略の現状と見通

しについて重要な変更はありません。しかしながら先行き不透明な経済情勢への懸念から、取引先による生産調整、

設備投資の抑制・延期など、先行きにつきましては困難な状況が続くことも懸念されます。
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(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ19億３百万円減少し、88億10

百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が６億11百万円、商品及び製品が１億51百万円及び受取手形及

び売掛金が10億38百万円減少したことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ15億52百万円減少し、77億９百万円となりました。この主な要因は、支払手形及

び買掛金が10億16百万円、１年内返済予定の長期借入金が１億55百万円及び長期借入金が１億39百万円減少したこ

とによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ３億50百万円減少し、11億１百万円となりました。この主な要因は、利益剰余

金が３億50百万円減少したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ13.5％から12.5％となりました。

　

(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループを取り巻く経営環境は、欧州諸国の債務問題や新興国の景気減速懸念等、景気を下押しするリスク

が存在し、先行きは依然として不透明な状況が続くものと見込まれます。

このような状況のもと、当社グループは取引先のニーズに応え確固たる経営基盤を構築するため、引き続き製販

一体の総合力の強化を図り、海外事業への積極展開、新規輸入商材の開拓・販売、医療機器分野への取組等により売

上高の拡大に努めるとともに、より一層の原価改善及び販売費・一般管理費の削減等により業績の向上を目指して

まいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 17,000,000

計 17,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月８日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 5,072,000 5,072,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数

1,000株　

計 5,072,000 5,072,000 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年10月１日～

平成24年12月31日
－ 5,072,000－ 389,928－ 322,078

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 

普通株式   207,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,862,000 4,862 －

単元未満株式 普通株式     3,000 － －

発行済株式総数 5,072,000 － －

総株主の議決権 － 4,862 －

 

②【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

内外テック株式会社
東京都世田谷区三軒茶屋

二丁目11番22号
207,000 － 207,000 4.08

計 － 207,000 － 207,000 4.08

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平

成24年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,872,087 3,260,295

受取手形及び売掛金 ※
 3,886,966

※
 2,848,302

商品及び製品 526,908 375,558

仕掛品 17,937 25,643

原材料及び貯蔵品 25,865 26,546

その他 184,186 51,201

貸倒引当金 △5,741 △4,099

流動資産合計 8,508,210 6,583,448

固定資産

有形固定資産

土地 1,011,805 1,011,805

その他（純額） 339,420 353,708

有形固定資産合計 1,351,226 1,365,513

無形固定資産 27,879 23,428

投資その他の資産

その他 835,534 847,288

貸倒引当金 △8,752 △8,724

投資その他の資産合計 826,781 838,564

固定資産合計 2,205,887 2,227,506

資産合計 10,714,097 8,810,955

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※
 4,315,766

※
 3,299,458

1年内返済予定の長期借入金 1,019,366 864,207

未払法人税等 9,600 4,951

賞与引当金 58,000 17,500

その他 437,222 347,837

流動負債合計 5,839,956 4,533,955

固定負債

社債 495,000 390,000

長期借入金 2,231,795 2,092,758

退職給付引当金 558,983 557,284

長期未払金 94,708 94,708

資産除去債務 11,959 12,102

その他 30,063 29,075

固定負債合計 3,422,510 3,175,928

負債合計 9,262,466 7,709,883
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 389,928 389,928

資本剰余金 322,078 322,078

利益剰余金 748,549 398,260

自己株式 △28,407 △28,561

株主資本合計 1,432,148 1,081,705

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 20,469 17,301

為替換算調整勘定 △986 2,065

その他の包括利益累計額合計 19,483 19,366

純資産合計 1,451,631 1,101,071

負債純資産合計 10,714,097 8,810,955
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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23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第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)

売上高 12,600,103 8,687,034

売上原価 11,354,488 7,897,219

売上総利益 1,245,615 789,815

販売費及び一般管理費 1,096,276 1,004,073

営業利益又は営業損失（△） 149,339 △214,258

営業外収益

受取利息 2,658 2,760

受取配当金 2,820 2,437

受取賃貸料 9,255 9,348

仕入割引 5,799 5,253

助成金収入 5,666 6,452

償却債権取立益 4,076 －

その他 8,779 8,819

営業外収益合計 39,056 35,072

営業外費用

支払利息 58,680 60,890

その他 8,816 2,705

営業外費用合計 67,497 63,595

経常利益又は経常損失（△） 120,897 △242,782

特別損失

減損損失 811 －

その他 163 －

特別損失合計 975 －

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（△）

119,922 △242,782

法人税等 34,240 83,180

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（△）

85,681 △325,962

四半期純利益又は四半期純損失（△） 85,681 △325,962
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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23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第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)

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（△）

85,681 △325,962

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,522 △3,168

為替換算調整勘定 △2,280 3,051

その他の包括利益合計 △8,803 △116

四半期包括利益 76,877 △326,078

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 76,877 △326,078

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

  （連結の範囲の重要な変更）　

　第１四半期連結会計期間より、平成24年４月に設立した海外子会社内外テック韓国株式会社は当社100％出資の子会

社のため、連結の範囲に含めております。

　

【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、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。

  この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　 （税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。　

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

　

【追加情報】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　　受取手形裏書譲渡高

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

受取手形裏書譲渡高 16,965千円 22,267千円

　

　※　四半期連結会計期間末日満期手形

　　　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当第３四

半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の第３四半期連結会計期間末日満期手形が当第３四半期

連結期間末残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

受取手形 48,140千円 18,374千円

支払手形　 392,948 216,666

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第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）

減価償却費 37,555千円 37,927千円

 　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

配当金支払額　

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月23日

定時株主総会
普通株式 48,654 10 平成23年３月31日 平成23年６月24日利益剰余金

　

Ⅱ　当第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）

配当金支払額　

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年６月21日

定時株主総会
普通株式 24,326 5  平成24年３月31日 平成24年６月22日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23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）

　 
報告セグメント　

　調整額
（注）１　

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２　

販売事業 受託製造事業 合計

売上高    　 　

外部顧客への売上高 11,876,021724,08212,600,103 － 12,600,103
セグメント間の内部売上高
又は振替高

18,561 743,281 761,842△761,842 －

計 11,894,5821,467,36313,361,946△761,84212,600,103

セグメント利益 115,233 8,465 123,699 25,639 149,339

（注）１．セグメント利益の調整額25,639千円は、各セグメントが負担する営業費用及び営業外収益の消去差異

であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　　

　　　

２．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　

　「販売事業」セグメントにおいて、無形固定資産について、電話加入権のうち現在休止手続きを行っている

回線につき今後使用が見込めないため、帳簿価額の全額を減損損失として減額しております。なお、当該減損

損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては811千円であります。　

　

Ⅱ　当第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）

　 
報告セグメント　

　調整額
（注）１　

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２　

販売事業 受託製造事業 合計

売上高    　 　

外部顧客への売上高 8,103,196583,8378,687,034 － 8,687,034
セグメント間の内部売上高
又は振替高

10,552 321,849 332,402△332,402 －

計 8,113,749905,6869,019,436△332,4028,687,034

セグメント利益又は損失（△） △150,169△86,639△236,808 22,550△214,258

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額22,550千円は、各セグメントが負担する営業費用及び営業外

収益の消去差異であります。

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

　　　

２．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　

　該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第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株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△）　
17円61銭 △67円1銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
85,681 △325,962

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
85,681 △325,962

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,865 4,864

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年２月８日

内外テック株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 永澤　宏一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石田　勝也　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている内外テック株式会

社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平

成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、内外テック株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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