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１．当四半期決算に関する定性的情報

（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28年12月１日～平成29年５月31日）におけるわが国経済は、政府と日銀による

景気対策を背景に、企業の生産活動や設備投資に持ち直しの動きが見られるなど、緩やかな回復基調で推移しまし

た。一方、海外においては概ね回復基調となりましたが、米国の新政権による保護主義的な経済政策、英国のＥＵ

離脱問題の不透明感や中東・北朝鮮の地政学的リスクの高まり等への懸念から、為替動向を含め依然として経済全

般に不透明感が残る状況で推移いたしました。

このような市場環境の下、当社グループは平成29年１月に策定した中期経営計画に基づくグループ経営方針の

下、商社事業においては、引き続きコストコントロールを徹底しながら、継続的需要の創出を目標とする既存商権

の拡販、新規商権の発掘、海外拠点との連携による新興市場の開拓等に努めてまいりました。プリフォーム事業に

おいては、主要市場である中国の市場環境悪化に対応するべく、事業の再生に向けて製造拠点の再編、新規顧客の

開拓やコスト構造改革等に取り組んでまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は6,125百万円（前年同四半期比3.8％増）、営業利益は123百万

円（前年同四半期は130百万円の損失）、経常利益は149百万円（前年同四半期は228百万円の損失）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は110百万円（前年同四半期は238百万円の損失）となりました。

 

（商社事業）

商社事業につきましては、主に印刷包装関連機械および昇華型プリンタ関連機器・消耗品の販売が減少したもの

の、ＲＦＩＤ関連装置、食品製造加工機および化粧品充填機等の販売が増加し、前年同四半期に比べ増収となりま

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、前連結会計年度以降、中国およびインドネシアの連結子会社の撤退を意思決

定したこと等により、前年同四半期に比べ減収となりました。 

 

（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9,382百万円となり、前連結会計年度末に比べ911百万円増加い

たしました。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したものの、商品及び製品、前渡金が増加した

ことによるものであります。固定資産は6,689百万円となり、前連結会計年度末に比べ466百万円増加いたしまし

た。これは主に有形固定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16,071百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,377百万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5,119百万円となり、前連結会計年度末に比べ887百万円増加い

たしました。これは主に前受金が増加したことによるものであります。固定負債は1,729百万円となり、前連結会

計年度末に比べ35百万円減少いたしました。これは主にリース債務が増加したものの、長期借入金が減少したこと

によるものであります。

その結果、負債合計は6,848百万円となり、前連結会計年度末に比べ852百万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9,222百万円となり、前連結会計年度末に比べ525百万円増加

いたしました。これは主に利益剰余金が増加したほか、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56.2％（前連結会計年度末は58.2％）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29年１月13日の「平成28年11月期 決算短信」で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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年11月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成29年５月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,987,275 2,713,066 

受取手形及び売掛金 2,918,866 2,178,114 

商品及び製品 784,153 1,519,523 

原材料及び貯蔵品 191,142 300,057 

前渡金 1,125,654 2,097,422 

その他 463,541 574,196 

貸倒引当金 △92 △276 

流動資産合計 8,470,542 9,382,103 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,918,034 1,954,491 

機械装置及び運搬具（純額） 889,240 772,071 

土地 55,308 55,308 

リース資産（純額） 759,276 1,008,695 

建設仮勘定 12,748 340,419 

その他（純額） 642,071 452,693 

有形固定資産合計 4,276,679 4,583,681 

無形固定資産 660,763 688,833 

投資その他の資産    

投資有価証券 368,686 399,178 

関係会社出資金 801,458 905,496 

敷金及び保証金 69,862 73,600 

繰延税金資産 334 492 

その他 45,098 38,016 

投資その他の資産合計 1,285,441 1,416,784 

固定資産合計 6,222,884 6,689,298 

資産合計 14,693,426 16,071,401 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年11月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成29年５月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 858,093 1,018,818 

短期借入金 889,841 1,007,804 

1年内償還予定の社債 16,000 16,000 

リース債務 253,542 325,667 

未払金 206,731 212,187 

未払費用 448,734 331,777 

未払法人税等 43,100 24,880 

繰延税金負債 5,713 11,366 

前受金 1,420,899 2,134,969 

受注損失引当金 379 224 

その他 88,767 36,005 

流動負債合計 4,231,802 5,119,701 

固定負債    

社債 16,000 8,000 

長期借入金 995,043 797,158 

リース債務 639,322 802,760 

繰延税金負債 42,830 55,993 

その他 71,272 65,280 

固定負債合計 1,764,468 1,729,192 

負債合計 5,996,271 6,848,894 

純資産の部    

株主資本    

資本金 5,527,829 5,527,829 

資本剰余金 2,149,338 2,149,338 

利益剰余金 961,232 1,019,915 

自己株式 △923,057 △923,066 

株主資本合計 7,715,344 7,774,018 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 52,400 73,706 

繰延ヘッジ損益 6,203 23,545 

為替換算調整勘定 770,662 1,166,678 

その他の包括利益累計額合計 829,266 1,263,930 

非支配株主持分 152,544 184,559 

純資産合計 8,697,155 9,222,507 

負債純資産合計 14,693,426 16,071,401 
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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27年12月１日 

 至 平成28年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年12月１日 
 至 平成29年５月31日) 

売上高 5,902,121 6,125,724 

売上原価 4,653,260 4,616,099 

売上総利益 1,248,861 1,509,624 

販売費及び一般管理費 1,379,411 1,386,606 

営業利益又は営業損失（△） △130,549 123,018 

営業外収益    

受取利息 18,041 4,589 

受取配当金 2,747 2,984 

為替差益 － 17,247 

持分法による投資利益 16,095 36,644 

その他 18,797 19,871 

営業外収益合計 55,682 81,338 

営業外費用    

支払利息 54,992 44,243 

支払手数料 6,235 6,207 

為替差損 78,606 － 

開業費 5,614 － 

その他 8,549 4,462 

営業外費用合計 153,998 54,913 

経常利益又は経常損失（△） △228,865 149,442 

特別利益    

固定資産売却益 385 1,894 

特別利益合計 385 1,894 

特別損失    

固定資産除却損 12,338 2,154 

特別損失合計 12,338 2,154 

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（△） 
△240,818 149,182 

法人税、住民税及び事業税 28,024 18,700 

法人税等調整額 △32,526 5,259 

法人税等合計 △4,502 23,960 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △236,315 125,222 

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,689 15,101 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△238,005 110,121 
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（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27年12月１日 

 至 平成28年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年12月１日 
 至 平成29年５月31日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △236,315 125,222 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △6,478 21,305 

繰延ヘッジ損益 △43,267 17,341 

為替換算調整勘定 △468,164 346,958 

持分法適用会社に対する持分相当額 △81,054 67,393 

その他の包括利益合計 △598,964 452,998 

四半期包括利益 △835,280 578,221 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △832,094 544,784 

非支配株主に係る四半期包括利益 △3,185 33,436 
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（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）

該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。

 

- 7 -

アルテック株式会社（9972） 平成29年11月期 第2四半期決算短信


