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  第34期 第３四半期（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日）   

  四半期報告書 
  

  

１．本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処

理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したもので

あります。 

２．本書には，上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期レビュー報

告書を末尾に綴じ込んでおります。 
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 （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（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。 

３．第34期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。 

４．第34期第３四半期連結会計期間及び第33期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

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34期

第３四半期連結 
累計期間 

第34期
第３四半期連結 

会計期間 
第33期

会計期間  
自 平成20年12月１日
至 平成21年８月31日

自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日 

自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日

売上高 （千円）  16,359,609  5,763,927  27,832,515

経常利益又は経常損失（△） （千円）  △44,764  97,828  1,322,125

四半期（当期）純利益又は 

四半期純損失（△） 
（千円）  △903,313  65,359  220,757

純資産額 （千円）  －  9,769,355  11,202,492

総資産額 （千円）  －  18,200,443  23,313,974

１株当たり純資産額 （円）  －  504.25  579.17

１株当たり四半期（当期）純利益金額 

又は四半期純損失金額（△） 
（円）  △47.31  3.42  11.56

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 （％）  －  52.9  47.4

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円）  △168,880  －  △1,082,777

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円）  △1,032,086  －  △1,541,391

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円）  △495,995  －  △169,488

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
（千円）  －  2,094,269  3,863,353

従業員数 （人）  －  610  633
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当第３四半期連結会計期間において、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。また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

  

  

  

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

  

  

（１）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員数であります。 

２．従業員数欄の［外書］は、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。臨時従業員

には、パートタイマー、アルバイト及び派遣社員を含んでおります。 

（２）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員数であります。 

２．従業員数欄の［外書］は、臨時従業員の当第３四半期会計期間の平均雇用人員であります。臨時従業員に

は、パートタイマー、アルバイト及び派遣社員を含んでおります。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

     平成21年８月31日現在

従業員数（人）  [ ]610 182

    平成21年８月31日現在

従業員数（人）   [ ]159 3
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（１）生産実績 

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメント及び商品等分野ごとに示すと、次のとお

りであります。 

 （注）１．上記の金額は、製造原価によっており消費税等は含まれておりません。 

２．卸売事業においては、生産活動を行っていないため生産実績を記載しておりません。 

３．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

（２）受注実績 

当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメント及び商品等分野ごとに示すと、次のとお

りであります。 

 （注）１．上記の金額は、販売価額によっており消費税等は含まれておりません。 

２．製造事業においては、得意先との間で製品の継続的な販売契約を締結しておりますが、販売数量等を確定さ

せていないため受注残高を記載しておりません。 

３．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメント及び商品等分野の名称

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％）

製造事業        

食品・飲料容器分野       683,868  －

その他の分野       289,703  －

合計       973,572  －

事業の種類別セグメント
及び商品等分野の名称 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日） 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

卸売事業               

産業機械・機器分野       2,503,040  －       2,948,266  －

産業資材分野       473,962  －       34,441  －

メディアパッケージ分野       1,214,299  －       151,546  －

その他の分野       566,675  －       215,545  －

小計       4,757,977  －       3,349,800  －

製造事業         

食品・飲料容器分野  940,023  －  －  －

その他の分野  150,236  －  －  －

小計  1,090,260  －  －  －

合計       5,848,237  －       3,349,800  －
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（３）販売実績 

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメント及び商品等分野ごとに示すと、次のとお

りであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。  

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４. なお、当社グループの卸売事業においては、得意先の予算確定時期の関係で毎年２月から６月にかけて受注

が多くなる傾向があり、主力商品である輸入機械の多くが６ヵ月前後の通常納期であるため売上が第４四半

期に集中、増加する傾向にあります。 

  

事業の種類別セグメント及び商品等分野の名称

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％）

卸売事業     

産業機械・機器分野       2,566,909  －

産業資材分野       503,800  －

メディアパッケージ分野       1,103,358  －

その他の分野       499,598  －

小計       4,673,667  －

製造事業    

食品・飲料容器分野       940,023  －

その他の分野       150,236  －

小計       1,090,260  －

合計       5,763,927  －

相手先 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日） 

金額（千円） 割合（％）

任天堂株式会社       585,372  10.2
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当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、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重要な変更はありません。  

  

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。  

  

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出環境の持ち直しや在庫調整の進展が見られたものの、

設備や雇用の過剰感は依然強く、景気の低迷状態が続く厳しい状況となりました。     

このような市場環境の下、当社グループも国内の主力事業である卸売事業においては、主要顧客先の設備投資

意欲の減退により、国内外の製造業向け大型機械の販売が苦戦するなど景気低迷の影響を受けましたが、既存商権

を核にしながら徹底したコスト削減を行い収益力維持に努めました。 一方、需要が旺盛な海外の主力事業である

製造事業においては、積極的な営業活動および設備投資を行い事業規模の拡大を図るとともに、効率的な生産活動

を推進いたしました。 

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は 百万円、営業利益は 百万円、経常利益は97百万円、

四半期純利益は65百万円となりました。  

なお、当社グループの卸売事業においては、得意先の予算確定時期の関係で毎年２月から６月にかけて受注が

多くなる傾向があり、主力商品である輸入機械の多くが６ヵ月前後の通常納期であるため売上が第４四半期に集

中、増加する傾向にあります。  

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①卸売事業 

卸売事業における売上高は 百万円となり、営業損益につきましては、 百万円の損失となりました。 

  

②製造事業  

製造事業における売上高は 百万円となり、営業損益は 百万円の利益となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本  

国内における売上高は 百万円となり、営業損益につきましては、 百万円の利益となりました。 

  

②アジア 

アジアにおける売上高は 百万円となり、営業損益は 百万円の利益となりました。 

  

（注）１．当社の消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、「４ 財政状態及び経営成績の分析

（１）業績の状況」に記載した金額には消費税等は含まれておりません。 

２．「４ 財政状態及び経営成績の分析（１）業績の状況」の事業の種類別セグメントの業績および所在地別

セグメントの業績に記載している売上高は、セグメント間の内部取引を含んだ金額を記載しておりま

す。 

    なお、前年同期比較に関する情報については、前年が四半期開示制度導入前のため記載しておりませ

ん。 

  

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態及び経営成績の分析】

5,763 211

4,718 1

1,448 224

4,792 47

1,140 197
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（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期連結会計期

間末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は 百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 百万円、売

上債権の減少 百万円、たな卸資産の減少 百万円、仕入債務の減少 百万円、前渡金の増加 百万円、前受

金の減少 百万円等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 百万円となりました。これは主に、中国・インドネシア子会社における食

品・飲料容器分野の製造設備を主とする設備投資支出 百万円等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額 百万円、長期借入

れによる収入 百万円、長期借入金の返済による支出 百万円等によるものであります。 

  

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題  

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および

新たに生じた課題はありません。 

  

（４）研究開発活動 

 該当事項はありません。 

  

788 2,094

266 90

268 426 754 183

126

495

485

71 35

15 112
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（１）主要な設備の状況 

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

  

（２）設備の新設、除却等の計画 

第２四半期連結会計期間末において計画中であった、愛而泰可新材料（蘇州）有限公司および愛而泰可新材料

（広州）有限公司のペットボトル用プリフォーム生産設備につきましては、平成21年８月に完了いたしました。こ

れに伴い、生産能力は20％増加する見込みであります。 

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。  

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

   

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。  

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  40,000,000

計  40,000,000

種類 
第３四半期会計期間末 
現在発行数（株） 
（平成21年８月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年10月15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  19,354,596  19,354,596
東京証券取引所 

（市場第一部） 
単元株式数 株 100

計  19,354,596  19,354,596 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【ライツプランの内容】

（４）【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21年６月１日～ 

  平成21年８月31日 
 －  19,354,596  －  5,527,829  －  2,783,821

（５）【大株主の状況】
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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21年５月31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21年８月31日現在

（注）１.「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,600株含まれておりま

す。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数16個が含まれておりま

す。 

２.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式８株が含まれております。  

  

②【自己株式等】 

平成21年８月31日現在

  

（６）【議決権の状況】

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   
 262,100  － － 

完全議決権株式（その他）   普通株式    19,015,900  190,159 － 

単元未満株式   普通株式    76,596  －
１単元（100株） 

未満の株式 

発行済株式総数    19,354,596  － － 

総株主の議決権  －  190,159 － 

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（％） 

（自己保有株式）  

アルテック 

株式会社 

  

東京都新宿区 

荒木町13番地４ 

  

 262,100

  

    －

  

    262,100

  

    1.35

計 －  262,100  －  262,100  1.35
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【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

  

  

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

  

役職の異動   

２【株価の推移】

月別 
平成20年 
12月 

平成21年 
１月 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

高（円）  193  184  151  157  190  207       207       238       231

低（円）  165  145  98  95  142  161       167       189       196

３【役員の状況】

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役 
社長室長 

兼 経営企画室長 
取締役 経営企画室長 星野 幸広 平成21年８月１日
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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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  なお、第１四半期連結会計期間（平成20年12月１日から平成21年２月28日まで）から、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則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21年６月１日から平

成21年８月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年12月１日から平成21年８月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】

2009/10/16 17:07:1309583768_第３四半期報告書_20091016170654



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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,094,269 3,863,353

受取手形及び売掛金 4,338,114 ※6  6,972,873

商品及び製品 1,396,066 1,423,333

原材料及び貯蔵品 204,605 362,802

前渡金 759,034 921,508

繰延税金資産 116,598 192,886

その他 458,179 580,274

貸倒引当金 △21,687 △51,712

流動資産合計 9,345,180 14,265,319

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,845,445 2,048,146

機械装置及び運搬具（純額） 3,246,614 3,285,624

土地 194,905 207,891

リース資産（純額） 16,223 －

建設仮勘定 385,810 220,073

その他（純額） 853,117 846,277

有形固定資産合計 ※1  6,542,116 ※1  6,608,013

無形固定資産   

ソフトウエア 67,359 18,919

その他 8,404 8,404

無形固定資産合計 75,764 27,323

投資その他の資産   

投資有価証券 345,251 334,768

関係会社出資金 956,858 1,051,850

長期貸付金 35,000 32,000

破産更生債権等 547,584 1,092

敷金及び保証金 383,520 394,171

繰延税金資産 40,165 149,230

その他 ※3  476,585 ※3  450,203

貸倒引当金 △547,584 －

投資その他の資産合計 2,237,381 2,413,317

固定資産合計 8,855,262 9,048,654

資産合計 18,200,443 23,313,974
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,868,656 ※6  5,209,827

短期借入金 ※4  1,213,490 ※4  1,395,108

未払費用 443,237 610,409

未払法人税等 46,579 319,083

前受金 977,926 1,004,649

その他 360,229 495,752

流動負債合計 5,910,119 9,034,830

固定負債   

長期借入金 ※4  2,374,657 ※4  2,681,291

役員退職慰労引当金 126,901 370,633

その他 19,408 24,726

固定負債合計 2,520,967 3,076,651

負債合計 8,431,087 12,111,481

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,527,829 5,527,829

資本剰余金 2,783,821 2,783,821

利益剰余金 1,477,253 2,495,122

自己株式 △222,586 △222,554

株主資本合計 9,566,318 10,584,219

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,800 △37,509

繰延ヘッジ損益 10,647 △39,102

為替換算調整勘定 77,159 550,315

評価・換算差額等合計 61,006 473,703

少数株主持分 142,031 144,569

純資産合計 9,769,355 11,202,492

負債純資産合計 18,200,443 23,313,974
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（２）【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 

 至 平成21年８月31日) 

売上高 ※1  16,359,609

売上原価 13,585,097

売上総利益 2,774,511

販売費及び一般管理費 ※2  2,541,691

営業利益 232,819

営業外収益  

受取利息 10,451

受取配当金 3,383

不動産賃貸料 14,353

その他 18,553

営業外収益合計 46,742

営業外費用  

支払利息 119,930

デリバティブ評価損 17,871

為替差損 141,966

持分法による投資損失 15,883

その他 28,674

営業外費用合計 324,327

経常損失（△） △44,764

特別利益  

貸倒引当金戻入額 16,402

固定資産売却益 1,414

投資有価証券売却益 11,072

その他 1,011

特別利益合計 29,901

特別損失  

固定資産売却損 10,256

固定資産除却損 3,875

クレーム処理損失 171,979

投資有価証券売却損 731

貸倒引当金繰入額 531,906

特別損失合計 718,749

税金等調整前四半期純損失（△） △733,612

法人税、住民税及び事業税 26,895

法人税等調整額 143,000

法人税等合計 169,896

少数株主損失（△） △194

四半期純損失（△） △903,313
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 ※1  5,763,927

売上原価 4,689,267

売上総利益 1,074,660

販売費及び一般管理費 ※2  862,741

営業利益 211,918

営業外収益  

受取利息 3,499

受取配当金 98

不動産賃貸料 4,041

デリバティブ評価益 25,177

その他 4,141

営業外収益合計 36,956

営業外費用  

支払利息 38,776

為替差損 63,984

持分法による投資損失 39,798

その他 8,488

営業外費用合計 151,047

経常利益 97,828

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,482

固定資産売却益 1,200

投資有価証券売却益 72

その他 1,011

特別利益合計 7,766

特別損失  

固定資産売却損 10,256

クレーム処理損失 4,500

投資有価証券売却損 327

特別損失合計 15,083

税金等調整前四半期純利益 90,511

法人税、住民税及び事業税 3,035

法人税等調整額 6,084

法人税等合計 9,120

少数株主利益 16,030

四半期純利益 65,359
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △733,612

減価償却費 661,312

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △243,514

貸倒引当金の増減額（△は減少） 517,559

受取利息及び受取配当金 △13,835

支払利息 120,833

為替差損益（△は益） △20,889

持分法による投資損益（△は益） 15,883

売上債権の増減額（△は増加） 2,569,317

たな卸資産の増減額（△は増加） 141,843

破産更生債権等の増減額（△は増加） △546,492

仕入債務の増減額（△は減少） △2,363,469

前渡金の増減額（△は増加） 154,710

未払費用の増減額（△は減少） △172,917

前受金の増減額（△は減少） △25,301

その他 120,332

小計 181,760

利息及び配当金の受取額 15,620

利息の支払額 △105,107

法人税等の支払額 △330,443

法人税等の還付額 69,289

営業活動によるキャッシュ・フロー △168,880

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △990,760

有形固定資産の売却による収入 18,085

投資有価証券の取得による支出 △2,116

投資有価証券の売却による収入 13,941

関係会社出資金の払込による支出 △7,000

貸付けによる支出 △3,000

その他 △61,236

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,032,086

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △260,792

長期借入れによる収入 435,680

長期借入金の返済による支出 △535,623

自己株式の取得による支出 △32

配当金の支払額 △115,330

その他 △19,896

財務活動によるキャッシュ・フロー △495,995

現金及び現金同等物に係る換算差額 △72,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,769,084

現金及び現金同等物の期首残高 3,863,353

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,094,269
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該当事項はありません。 

  

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年８月31日） 

会計処理基準に関する事項の変更 （重要な資産の評価基準及び評価方法の変更） 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主とし

て個別法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成18年７月５日公表分 企業会計基準第９号）を適用し、評価

基準については、原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切

り下げの方法）により算定しております。これによる損益に与える

影響はありません。 

  （重要なリース取引の処理方法） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リー

ス取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月30

日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月30日 企業会計適用指

針第16号）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四

半期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、第１四

半期連結会計期間からこれらの基準を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

 なお、 リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外フ

ァイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。 

【簡便な会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年８月31日） 

たな卸資産の実地棚卸の省略     当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸

を省略し前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法に

より算定する方法によっております。  

貸倒引当金の貸倒実績率  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に

算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度

末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以

降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと

認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。  

【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】
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年８月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年11月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千円

であります。 

2,980,979 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千円

であります。 

2,507,542

 ２ 貸出コミットメント 

当社においては、転換社債償還資金及び運転資金並

びに事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行う

ことを目的に、取引銀行５行との間で貸出コミットメ

ント契約を締結しております。当四半期連結会計期間

末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高

等は次の通りであります。 

貸出コミットメント総額 千円 2,100,000

借入実行残高 千円 1,100,000

差引額 千円 1,000,000

 ２ 貸出コミットメント 

当社においては、転換社債償還資金及び運転資金並

びに事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行う

ことを目的に、取引銀行５行との間で貸出コミットメ

ント契約を締結しております。当連結会計年度末にお

ける貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次

の通りであります。 

貸出コミットメント総額 千円 2,100,000

借入実行残高 千円 1,100,000

差引額 千円 1,000,000

※３ 長期性預金 

「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示し

ている長期性預金 千円（当初預入期間15年、

満期日平成31年３月25日）は、期限前解約権を預入銀

行のみが保有しており、当社から解約を行う場合、預

入銀行所定の中途解約精算金を支払う必要がありま

す。これにより預金元本を毀損する可能性がありま

す。  

200,000

※３ 長期性預金 

同左 
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当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年８月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年11月30日） 

※４ 財務制限条項等 

（1） 当社の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を主幹事とする

シンジケートローン契約(契約日平成20年３月26日、

借入残高 千円)には、下記の財務制限条項が付

されており、当該条項に抵触した場合は、契約上の全

ての債務について期限の利益を喪失する可能性があり

ます。 

    ① 各年度の決算期(中間決算期を含まない。)の末日

における連結貸借対照表の純資産の部の金額を当該

決算期の直前の決算期の末日または平成19年11月期

の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額

のいずれか大きい方の ％以上に維持する。 

800,000

75

※４ 財務制限条項等 

（1） 当社の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を主幹事とする

シンジケートローン契約(契約日平成20年３月26日、

借入残高900,000千円)には、下記の財務制限条項が付

されており、当該条項に抵触した場合は、契約上の全

ての債務について期限の利益を喪失する可能性があり

ます。 

  ① 各年度の決算期(中間決算期を含まない。)の末日

における連結貸借対照表の純資産の部の金額を当該

決算期の直前の決算期の末日または平成19年11月期

の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額

のいずれか大きい方の75％以上に維持する。 

  ② 各年度の決算期(中間決算を含まない。)の末日に

おける連結損益計算書の経常損益について、２期連

続して損失を計上しない。  

    また、その他の条項の主なものとして、担保提供

資産、資産譲渡、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。 

  ② 各年度の決算期(中間決算を含まない。)の末日に

おける連結損益計算書の経常損益について、２期連

続して損失を計上しない。  

    また、その他の条項の主なものとして、担保提供

資産、資産譲渡、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。 

（2） 当社の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を主幹事とする

シンジケートローン契約(契約日平成20年３月26日、

借入極度額 千円、借入残高―千円)には、下

記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し

た場合は、契約上の全ての債務について期限の利益を

喪失する可能性があります。 

  ① 各年度の決算期(中間決算期を含まない。)の末日

における連結貸借対照表の純資産の部の金額を当該

決算期の直前の決算期の末日または平成19年11月期

の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額

のいずれか大きい方の ％以上に維持する。 

1,000,000

75

（2） 当社の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を主幹事とする

シンジケートローン契約(契約日平成20年３月26日、

借入極度額1,000,000千円、借入残高―千円)には、下

記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し

た場合は、契約上の全ての債務について期限の利益を

喪失する可能性があります。 

  ① 各年度の決算期(中間決算期を含まない。)の末日

における連結貸借対照表の純資産の部の金額を当該

決算期の直前の決算期の末日または平成19年11月期

の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額

のいずれか大きい方の75％以上に維持する。 

  ② 各年度の決算期(中間決算を含まない。)の末日に

おける連結損益計算書の経常損益について、２期連

続して損失を計上しない。  

    また、その他の条項の主なものとして、担保提供

資産、資産譲渡、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。 

  ② 各年度の決算期(中間決算を含まない。)の末日に

おける連結損益計算書の経常損益について、２期連

続して損失を計上しない。  

    また、その他の条項の主なものとして、担保提供

資産、資産譲渡、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。 

（3） 当社の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を主幹事とする

シンジケートローン契約(契約日平成20年３月26日、

借入極度額 千円、借入残高 千円)

には、下記の財務制限条項が付されており、当該条項

に抵触した場合は、契約上の全ての債務について期限

の利益を喪失する可能性があります。 

  ① 各年度の決算期(中間決算期を含まない。)の末日

における連結貸借対照表の純資産の部の金額を当該

決算期の直前の決算期の末日または平成19年11月期

の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額

のいずれか大きい方の ％以上に維持する。  

1,100,000 1,100,000

75

（3） 当社の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を主幹事とする

シンジケートローン契約(契約日平成20年３月26日、

借入極度額1,100,000千円、借入残高1,100,000千円)

には、下記の財務制限条項が付されており、当該条項

に抵触した場合は、契約上の全ての債務について期限

の利益を喪失する可能性があります。 

  ① 各年度の決算期(中間決算期を含まない。)の末日

における連結貸借対照表の純資産の部の金額を当該

決算期の直前の決算期の末日または平成19年11月期

の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額

のいずれか大きい方の75％以上に維持する。  

  ② 各年度の決算期(中間決算を含まない。)の末日に

おける連結損益計算書の経常損益について、２期連

続して損失を計上しない。  

    また、その他の条項の主なものとして、担保提供

資産、資産譲渡、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。 

  ② 各年度の決算期(中間決算を含まない。)の末日に

おける連結損益計算書の経常損益について、２期連

続して損失を計上しない。  

    また、その他の条項の主なものとして、担保提供

資産、資産譲渡、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。   
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当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年８月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年11月30日） 

 ５ 保証債務  

連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入金に

対して次のとおり債務保証を行っております。  

なお、連結子会社ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTD.へ

の出資に関して、株式会社三井住友銀行の子会社であ

るSBCS Co.,Ltd.及びSMSB Co.,Ltd.の出資額等

千円( 千バーツ)の保証を行っております。 

保証先   金額 

愛而泰可新材料(深圳)有限公司   千円175,762

偉路愛而泰可印刷(蘇州)有限公司     千円13,123

9,759

3,472

  ５ 保証債務  

連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入金に

対して次のとおり債務保証を行っております。   

なお、連結子会社ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTD.へ

の出資に関して、株式会社三井住友銀行の子会社であ

るSBCS Co.,Ltd.及びSMSB Co.,Ltd.の出資額等

千円(3,472千バーツ)の保証を行っております。 

保証先   金額 

愛而泰可新材料(深圳)有限公司   千円241,350

偉路愛而泰可印刷(蘇州)有限公司   千円13,375

9,689

 ――――――――――  ※６ 当連結会計年度末日満期手形  

当連結会計年度末日の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、当連結会計年度末日は金融機関の休日であっ

たため、次の満期手形が当連結会計年度末日の残高に

含まれております。 

受取手形 千円222,817

支払手形 千円257,806
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（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年８月31日） 

※１ 当社グループの卸売事業においては、得意先の予算

確定時期の関係で毎年２月から６月にかけて受注が多

くなる傾向があり、主力商品である輸入機械の多くが

６ヶ月前後の通常納期であるため、売上が第４四半期

に集中する傾向があります。このため、第３四半期連

結累計期間の売上高と第４四半期連結累計期間の売上

高との間に著しい相違があります。  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額  

給料手当 千円795,621

賞与 千円194,939

福利厚生費 千円164,792

旅費交通費 千円212,392

賃借料 千円326,495

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日） 

※１ 当社グループの卸売事業においては、得意先の予算

確定時期の関係で毎年２月から６月にかけて受注が多

くなる傾向があり、主力商品である輸入機械の多くが

６ヶ月前後の通常納期であるため、売上が第４四半期

に集中する傾向があります。このため、第４四半期連

結会計期間の売上高と他の四半期連結会計期間の売上

高との間に著しい相違があります。  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額  

給料手当      千円260,273

賞与      千円76,231

福利厚生費      千円53,963

旅費交通費      千円61,037

賃借料      千円105,327
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（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 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年８月31日） 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結借

対照表に掲記されている科目の金額との関係  

（平成21年８月31日現在）

現金及び預金勘定 千円2,094,269

現金及び現金同等物 千円2,094,269
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当第３四半期連結会計期間末（平成21年８月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 

平成21年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

   

３．新株予約権等に関する事項  
該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

  
（１） 配当金支払額 

  
 （２）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

末後となるもの  

該当事項はありません。  

  

（株主資本等関係）

株式の種類 当第３四半期連結会計期間末 

普通株式（株）    19,354,596

株式の種類 当第３四半期連結会計期間末 

普通株式（株）   262,188

（決議） 株式の種類 配当の原資
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

平成21年２月25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  114,555  6.00 平成20年11月30日 平成21年２月26日
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第３四半期連結会計期間末（平成21年８月31日）  

（注）１．時価の算定方法 

為替予約取引の時価は、先物相場を使用しております。通貨スワップ取引及び金利スワップ取引の時価は、

通貨スワップ契約及び金利スワップ契約を締結している取引先金融機関から提示された価格によっておりま

す。 

２．為替予約取引について、「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバテ

ィブ取引は、注記の対象から除いております。 

３．上記通貨スワップ契約及び金利スワップ契約における想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係

る市場リスク量を示すものではありません。  

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係）

区分 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

 市場取引以外の取引  

為替予約取引 

売建 

買建  

 

      

      

22,417

1,051,273

 

      

      

22,076

1,069,298

 

      

      

340

18,025

通貨スワップ取引       1,053,864       99,292       99,292

金利スワップ取引       870,860       △9,323       △9,323

（ストック・オプション等関係）
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当第３四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分の方法は、提供する商品・製品・サービスの種類、性格等を考慮した内部管理上採用している区

分によっております。 

２．各事業区分の主な商品・製品等の内容  

  

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

  
卸売事業
（千円） 

製造事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高          

  (1) 外部顧客に対する売上高     4,673,667     1,090,260     5,763,927  －     5,763,927

  (2) セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
    45,285     358,232     403,518 ( ) 403,518 －

計     4,718,953     1,448,492     6,167,445 ( ) 403,518     5,763,927

営業利益     △1,736     224,456     222,719 ( ) 10,801     211,918

  
卸売事業
（千円） 

製造事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

  (1) 外部顧客に対する売上高     13,218,475     3,141,133     16,359,609  －     16,359,609

  (2) セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
    167,059     1,086,805     1,253,865 ( ) 1,253,865 －

計     13,385,535     4,227,939     17,613,474 ( ) 1,253,865     16,359,609

営業利益     △217,901     540,001     322,100 ( ) 89,280     232,819

事業区分 主な商品・製品・サービスの内容  

卸売事業   産業機械・機器分野 ペットボトルブロー成形機、無菌充填機、プリフォーム

成形機、パレット製造ライン、グラビア印刷機、フレキ

ソ印刷機、ＤＶＤ・ＢＤ検査装置、食品機械、医薬品異

物検査装置、再生処理機械、各種機械エンジニアリン

グ・保守サービス 

   産業資材分野 各種合成樹脂原料、廃プラスチック  

   メディアパッケージ分野 ＢＤケース、ＤＶＤケース  

   その他の分野 情報処理システム、リサイクルパレット、理化学機器  

製造事業  食品・飲料容器分野 ペットボトル用プリフォーム、ペットボトル、プラスチ

ックキャップ  

   その他の分野 リサイクルパレット、容器包装リサイクルサービス  
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当第３四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア…中国、タイ、インドネシア 

  

【所在地別セグメント情報】

  
日本

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高          

 （1）外部顧客に対する売上高     4,753,142     1,010,784     5,763,927  －     5,763,927

 （2）セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
    39,646     129,831     169,478 ( ) 169,478 －

計     4,792,789     1,140,616     5,933,405 ( ) 169,478     5,763,927

営業利益     47,935     197,516     245,452 ( ) 33,533     211,918

  
日本

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高          

 （1）外部顧客に対する売上高     13,198,426     3,161,183     16,359,609  －     16,359,609

 （2）セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
    106,119     273,083     379,202 ( ) 379,202 －

計     13,304,545     3,434,266     16,738,811 ( ) 379,202     16,359,609

営業利益     △189,958     522,098     332,139 ( ) 99,319     232,819
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当第３四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（1）米 州…アメリカ、カナダ 

（2）欧 州…ドイツ、イギリス、スイス等 

（3）アジア…中国、香港、台湾等 

（4）その他…南アフリカ、トルコ、メキシコ等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

【海外売上高】

  米州 欧州 アジア その他 計

海外売上高（千円）     22,176     813,987  1,070,724       15,969 1,922,857

連結売上高（千円） － －  －  － 5,763,927

連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 0.4     14.1       18.6       0.3     33.4

  米州 欧州 アジア その他 計

海外売上高（千円）     71,792 1,651,433  3,376,366       180,394 5,279,987

連結売上高（千円） － －  －  － 16,359,609

連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 0.4     10.1  20.6       1.1     32.3
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 １．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等又は１株当たり四半期純損失金額（△） 

  （注）１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年８月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年11月30日） 

１株当たり純資産額 504.25円 １株当たり純資産額 579.17円

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年８月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日） 

１株当たり四半期純損失金額（△）  △47.31円

 なお、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。 

１株当たり四半期純利益金額  3.42円

 なお、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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  
当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年８月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日）

四半期純利益又は四半期純損失(△)   千円△903,313 千円65,359

普通株主に帰属しない金額 千円－ 千円－

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△） 千円△903,313 千円65,359

期中平均株式数 株19,092,502 株19,092,448

（重要な後発事象）
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年10月９日

アルテック株式会社 

取締役会 御中 

東陽監査法人 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 長 友 滋 尊  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 吉 田 光一郎  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 吉 田 岳 司  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」に掲げられているアルテック株式

会社の平成20年12月1日から平成21年11月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年6月1日から平成

21年8月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年12月1日から平成21年8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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行われた。 

 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、アルテック株式会社及び連結子会社の平成21年8月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況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。 

 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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