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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

24年３月期第３四半期  12,600  △1.9 149 △44.4  120  △48.0  85  △58.7

23年３月期第３四半期  12,839  85.3 268 －  232  －  207  －

（注）  包括利益 24年３月期第３四半期 76百万円 ( ％)△66.9 23年３月期第３四半期 232百万円 ( ％)－

  
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 

24年３月期第３四半期  17.61  －

23年３月期第３四半期  42.67  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年３月期第３四半期  10,930 1,480  13.5

23年３月期  9,658 1,452  15.0

（参考）自己資本 24年３月期第３四半期 1,480百万円 23年３月期 1,452百万円 

  
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 

23年３月期  － 0.00 － 10.00  10.00

24年３月期  － 0.00 －     

24年３月期（予想）       5.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 

（注）23年３月期末配当金の内訳 普通配当５円 記念配当５円 

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  16,000  △5.2  220  △33.7  175 △38.8  165  △57.6  33.91

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無     



４．その他 

新規     １ 社  （社名）納宜伽義機材（上海）商貿有限公司        、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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。  

  

※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「連結業績予想に関する定性的情報」

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）： 有

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

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） 24年３月期３Ｑ 5,072,000株 23年３月期 5,072,000株

②  期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 206,576株 23年３月期 206,576株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 4,865,424株 23年３月期３Ｑ 4,866,403株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災と原発事故により一時的に落ち

込みましたが、第１四半期は、復興に伴う企業活動の急速な回復から景気は徐々に持ち直しの兆しが見られまし

た。しかしながら、第２四半期以降は、海外における景気の減速、為替市場の急激な円高進行、さらには10月のタ

イ洪水による生産低下から再び不透明な状況で推移しました。 

 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及び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は、第１四半期はスマートフォンやタブレット端末などの世界的な需要増加を背景に半

導体メーカーの設備投資が好調に推移しましたことから半導体製造装置メーカーにつきましても旺盛な受注となり

ました。しかしながら、第２四半期以降は、台湾や韓国の半導体メーカーが平成24年春のスマートフォンなどの新

製品投入に備えた製造装置の発注を増やしたことから、半導体製造装置メーカーは一時的な受注増がありました

が、景気減退に伴う先行き警戒感からくる投資抑制により、受注は全体として減少いたしました。ＦＰＤ製造装置

業界におきましては、大型化投資の抑制、先送りから大幅な受注減が続きました。  

 このような経営環境のもと、当社グループは、営業展開の拡大強化や業務の効率化を推進するとともに、製販一

体の総合力の強化により受注獲得に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、126億円（前年同期比1.9％減）となりました。損益面で

は、中国海外子会社設立および物流センター新設投資等に伴う経費の増加の他、法改正に伴う法人税等調整額が増

加したことから、営業利益１億49百万円（前年同期比44.4％減）、経常利益１億20百万円（前年同期比48％減）、

四半期純利益85百万円（前年同期比58.7％減）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、第１四半期は

半導体メーカーの投資需要による半導体製造装置メーカー等からの受注が旺盛でした。第２四半期以降は、前半は

先行き警戒感からの設備投資抑制から半導体製造装置メーカーからの受注が冷え込みましたが、後半に回復がみら

れたことから売上高は、118億94百万円（前年同期比0.7％減）となりました。損益面では、投資等経費の増加から

営業利益１億15百万円（前年同期比33.8％減）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は、第２四半期以降は取

引先からの受注の先送りやキャンセルが多数発生したことにより、売上高14億67百万円（前年同期比14.8％減）、

営業利益８百万円（前年同期比87.5％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  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12億72百万円増加し、109億

30百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が９億56百万円、受取手形及び売掛金が４億90百万円等流

動資産が12億41百万円増加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12億44百万円増加し、94億49百万円となりました。この主な要因は、１年内返

済予定の長期借入金が１億48百万円、短期借入金が２億円等流動負債が４億３百万円、長期借入金が５億87百万円

及び社債が１億89百万円等増加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28百万円増加し、14億80百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金

が37百万円増加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15.0％から13.5％となりました。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間の業績は概ね予定通りに推移しており、通期の業績につきましても、現時点では、平

成23年11月４日に公表いたしました業績予想から変更はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第１四半期連結会計期間において、納宜伽義機材（上海）商貿有限公司を新たに設立したため、連結の範囲に含

めております。   

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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  

適用後の実行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行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。   

   

（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。 

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

内外テック㈱　（3374）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

－ 3 －



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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,334,756 3,291,125

受取手形及び売掛金 4,068,006 4,558,638

商品及び製品 757,194 655,313

仕掛品 44,544 32,851

原材料及び貯蔵品 30,277 24,205

その他 245,041 166,639

貸倒引当金 △6,939 △14,495

流動資産合計 7,472,881 8,714,277

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,032,502 1,032,502

その他（純額） 365,969 355,833

有形固定資産合計 1,398,472 1,388,336

無形固定資産 13,384 30,114

投資その他の資産   

その他 773,442 798,003

貸倒引当金 △74 △65

投資その他の資産合計 773,368 797,937

固定資産合計 2,185,225 2,216,388

資産合計 9,658,106 10,930,666

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,700,953 4,720,244

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 871,471 1,019,766

未払法人税等 10,293 6,459

賞与引当金 92,000 42,027

その他 267,136 356,429

流動負債合計 5,941,853 6,344,927

固定負債   

社債 147,000 336,000

長期借入金 1,485,156 2,072,952

退職給付引当金 512,528 554,064

長期未払金 96,443 96,443

資産除去債務 13,505 12,523

その他 9,093 33,005

固定負債合計 2,263,727 3,104,989

負債合計 8,205,581 9,449,916
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23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 752,733 789,760

自己株式 △28,391 △28,391

株主資本合計 1,436,348 1,473,375

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,177 9,655

為替換算調整勘定 － △2,280

その他の包括利益累計額合計 16,177 7,374

純資産合計 1,452,525 1,480,749

負債純資産合計 9,658,106 10,930,666
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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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 12,839,503 12,600,103

売上原価 11,542,750 11,354,488

売上総利益 1,296,752 1,245,615

販売費及び一般管理費 1,028,310 1,096,276

営業利益 268,441 149,339

営業外収益   

受取利息 2,268 2,658

受取配当金 2,632 2,820

受取賃貸料 7,176 9,255

仕入割引 5,037 5,799

助成金収入 359 5,666

償却債権取立益 － 4,076

その他 6,491 8,779

営業外収益合計 23,965 39,056

営業外費用   

支払利息 52,997 58,680

その他 7,133 8,816

営業外費用合計 60,131 67,497

経常利益 232,275 120,897

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,439 －

固定資産受贈益 3,626 －

その他 234 －

特別利益合計 6,300 －

特別損失   

投資有価証券評価損 19,281 －

減損損失 － 811

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,236 －

その他 54 163

特別損失合計 25,571 975

税金等調整前四半期純利益 213,004 119,922

法人税等 5,388 34,240

少数株主損益調整前四半期純利益 207,615 85,681

四半期純利益 207,615 85,681
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 207,615 85,681

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 24,811 △6,522

為替換算調整勘定 － △2,280

その他の包括利益合計 24,811 △8,803

四半期包括利益 232,427 76,877

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 232,427 76,877

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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  該当事項はありません。 

   

 平成23年12月２日公布の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正

する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）に基づく税率・規定を反映し、当第３四半期連結会計期

間末の繰延税金資産及び繰延税金負債の算定を行っております。 

 当該算定に伴い、従来と比較して当第３四半期連結会計期間末の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を

控除した金額）は27,627千円の減少となっております。また、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は税金

費用（法人税等調整額）の増加により28,317千円の減少となっております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）追加情報
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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22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）１．セグメント利益の調整額 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  

 該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第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  

（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。  

  

  該当事項はありません。 

  

（５）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 11,954,750  884,752  12,839,503  － 12,839,503

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

23,452  838,084  861,536  △861,536 －

計 11,978,202  1,722,836  13,701,039  △861,536 12,839,503

セグメント利益 174,032  67,781  241,813  26,627 268,441

26,627

  （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 11,876,021  724,082  12,600,103  － 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 11,894,582  1,467,363  13,361,946  △761,842 12,600,103

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

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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