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1. 平成26年11月期第2四半期の連結業績（平成25年12月1日～平成26年5月31日）

(2) 連結財政状態

(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11月期第2四半期 7,752 10.9 △17 ― △41 ― △49 ―
25年11月期第2四半期 6,990 △10.2 36 ― 254 ― △7 ―

（注）包括利益 26年11月期第2四半期 257百万円 （△77.1％） 25年11月期第2四半期 1,124百万円 （689.7％）

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11月期第2四半期 △2.87 ―
25年11月期第2四半期 △0.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年11月期第2四半期 17,188 9,918 57.0
25年11月期 16,764 9,710 57.3
（参考）自己資本 26年11月期第2四半期 9,789百万円 25年11月期 9,602百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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11月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年11月期 ― 0.00
26年11月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成26年11月期の連結業績予想（平成25年12月 1日～平成26年11月30日）

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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 17,000 2.5 250 △19.3 200 △63.5 100 32.4 5.83
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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（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 ： 有
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(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、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、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．２「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。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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11月期2Q 19,354,596 株 25年11月期 19,354,596 株
② 期末自己株式数 26年11月期2Q 2,207,847 株 25年11月期 2,207,727 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年11月期2Q 17,146,772 株 25年11月期2Q 19,091,715 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間（平成25年12月１日～平成26年５月31日）におけるわが国経済は、政府等による経済

政策や金融政策を背景に景気回復の兆しが見えてきましたが、中国をはじめとする新興国経済の減速や円安による

原材料価格の高騰等に加え、消費税増税に伴う影響への懸念等、依然として先行き不透明な状況で推移しました。

このような市場環境の下、当社グループは、提案型営業力の強化や新たな販路獲得に努めてまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は7,752百万円（前年同四半期比10.9％増）、営業損益は17百万

円の損失（前年同四半期は36百万円の利益）、経常損益は41百万円の損失（前年同四半期は254百万円の利益）、

四半期純損益は49百万円の損失（前年同四半期は７百万円の損失）となりました。 

   

（商社事業） 

商社事業につきましては、3Ｄプリンタの販売等が堅調に推移し前年同四半期に比べて売上高は増加いたしまし

たが、円安の影響等による仕入コスト等の増加により利益が減少いたしました。 

  

（プリフォーム事業） 

プリフォーム事業につきましては、既存取引先への拡販や新たな販路獲得等によりプリフォームの販売が好調に

推移し、前年同四半期に比べて売上高が増加したことにより赤字幅が縮小いたしました。 

  

（その他の事業） 

その他の事業につきましては、輸送用リサイクルプラスチックパレットの販売数量が低調に推移し、前年同四半

期に比べて売上高は減少いたしましたが、前期に実施いたしました事業構造改革の効果により黒字転換いたしまし

た。 

  

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は8,793百万円となり、前連結会計年度末に比べ247百万円増加い

たしました。これは主に、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品、前渡金が減少したものの、現金及び預金、商

品及び製品が増加したことによるものであります。固定資産は8,394百万円となり、前連結会計年度末に比べ176百

万円増加いたしました。これは主に、為替変動の影響等により、投資その他の資産が増加したことによるものであ

ります。 

その結果、総資産は17,188百万円となり、前連結会計年度末に比べ423百万円増加いたしました。 

  

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は5,133百万円となり、前連結会計年度末に比べ256百万円減少い

たしました。これは主に、前受金が増加したものの、支払手形及び買掛金が減少したことによるものであります。

固定負債は2,136百万円となり、前連結会計年度末に比べ472百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が

増加したことによるものであります。 

その結果、負債合計は7,269百万円となり、前連結会計年度末に比べ215百万円増加いたしました。 

  

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は9,918百万円となり、前連結会計年度末に比べ208百万円増加

いたしました。これは主に、資本剰余金が配当により減少したものの、円安傾向により為替換算調整勘定が増加し

たことによるものであります。 

その結果、自己資本比率は57.0％（前連結会計年度末は57.3％）となりました。 

     

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成26年１月10日に公表いたしました通期の連結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
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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 

該当事項はありません。 

   

（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） 

税金費用については、当第２四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。 

   

（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（注記事項）に関する事項
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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11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,716,611 4,195,589

受取手形及び売掛金 2,427,932 2,138,038

商品及び製品 1,077,303 1,482,481

原材料及び貯蔵品 562,410 327,948

前渡金 488,137 248,651

その他 274,151 401,290

貸倒引当金 △454 △407

流動資産合計 8,546,093 8,793,592

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,982,237 1,977,768

機械装置及び運搬具（純額） 2,491,268 2,357,835

土地 55,308 55,308

リース資産（純額） 322,779 306,985

建設仮勘定 25,420 156,545

その他（純額） 675,072 744,537

有形固定資産合計 5,552,086 5,598,981

無形固定資産   

ソフトウエア 12,880 74,942

その他 561,268 559,016

無形固定資産合計 574,149 633,959

投資その他の資産   

投資有価証券 409,046 391,033

関係会社出資金 1,300,697 1,402,950

敷金及び保証金 231,999 225,491

繰延税金資産 22,897 28,483

その他 149,145 134,389

貸倒引当金 △21,769 △20,541

投資その他の資産合計 2,092,017 2,161,807

固定資産合計 8,218,253 8,394,748

資産合計 16,764,346 17,188,340
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,321,741 2,006,132

短期借入金 1,460,505 1,461,840

1年内償還予定の社債 36,000 36,000

未払費用 348,160 452,238

未払金 317,512 210,334

未払法人税等 42,272 20,930

前受金 699,955 818,224

リース債務 93,865 78,138

受注損失引当金 315 34

繰延税金負債 16,956 937

その他 52,961 48,476

流動負債合計 5,390,245 5,133,287

固定負債   

社債 94,000 76,000

長期借入金 1,187,101 1,689,234

繰延税金負債 141,902 137,764

リース債務 232,001 225,682

その他 8,371 7,534

固定負債合計 1,663,377 2,136,215

負債合計 7,053,623 7,269,503

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,527,829 5,527,829

資本剰余金 2,252,219 2,200,778

利益剰余金 1,812,201 1,762,979

自己株式 △922,916 △922,946

株主資本合計 8,669,334 8,568,641

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 66,224 56,465

繰延ヘッジ損益 11,766 △7,854

為替換算調整勘定 854,800 1,171,751

その他の包括利益累計額合計 932,791 1,220,362

少数株主持分 108,596 129,833

純資産合計 9,710,723 9,918,836

負債純資産合計 16,764,346 17,188,340
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

売上高 6,990,909 7,752,169

売上原価 5,617,702 6,373,916

売上総利益 1,373,207 1,378,252

販売費及び一般管理費 1,336,257 1,395,376

営業利益又は営業損失（△） 36,949 △17,123

営業外収益   

受取利息 5,173 5,070

受取配当金 3,315 3,789

為替差益 215,358 40,559

持分法による投資利益 36,463 －

その他 39,981 17,303

営業外収益合計 300,291 66,723

営業外費用   

支払利息 58,700 56,646

支払手数料 17,784 16,371

持分法による投資損失 － 5,087

その他 6,349 13,198

営業外費用合計 82,834 91,304

経常利益又は経常損失（△） 254,406 △41,704

特別利益   

固定資産売却益 3,877 34,554

保険解約返戻金 23,194 －

移転補償金 166,760 －

特別利益合計 193,832 34,554

特別損失   

固定資産売却損 49,331 1,809

固定資産除却損 39,041 －

事業構造改善費用 258,957 －

工場移転費用 47,762 －

その他 － 1,234

特別損失合計 395,092 3,044

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（△）

53,146 △10,194

法人税、住民税及び事業税 31,381 26,526

法人税等調整額 25,091 △6,670

法人税等合計 56,472 19,856

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,325 △30,050

少数株主利益 3,925 19,171

四半期純損失（△） △7,251 △49,222

アルテック株式会社（9972） 平成26年11月期 第2四半期決算短信

6



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,325 △30,050

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 31,907 △9,759

繰延ヘッジ損益 9,695 △19,621

為替換算調整勘定 976,902 210,367

持分法適用会社に対する持分相当額 109,277 106,583

その他の包括利益合計 1,127,783 287,570

四半期包括利益 1,124,457 257,519

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,099,358 236,282

少数株主に係る四半期包括利益 25,099 21,236
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該当事項はありません。 

     

   

当社は、第１四半期会計期間において、平成26年２月27日開催の第38期定時株主総会決議に基づき下記の通り、

配当の原資を資本剰余金とする配当をいたしました。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本剰余金が2,200,778千円となっております。 

   

   

（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）

（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26年２月27日 

定時株主総会 
普通株式  51,440 3.00 平成25年11月30日 平成26年２月28日 資本剰余金 
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