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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41期

第２四半期
連結累計期間

第42期
第２四半期
連結累計期間

第41期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 11,851,088 10,837,483 24,069,372

経常利益 (千円) 88,337 190,816 668,319

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 239,881 149,032 589,081

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 185,298 △390,411 198,556

純資産額 (千円) 8,551,851 7,291,170 7,777,294

総資産額 (千円) 19,276,186 17,718,345 19,048,481

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 36.35 22.60 89.26

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 43.6 41.2 40.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 607,480 704,843 △136,514

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 209,452 △171,333 122,496

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △221,648 △333,209 △146,929

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,677,476 2,886,231 2,858,366
 

 

回次
第41期

第２四半期
連結会計期間

第42期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 44.51 5.24
 

(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、消費税等は含まれておりません。

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。

４ 純資産額には、株式給付信託（BBT）の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が

保有する当社株式を自己株式として計上しております。

５ 自己株式として計上している信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益算定上、期中平均株式

数の計算において控除する自己株式に含めております。
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２ 【事業の内容】

当第２四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、連結子会社であった北京康泰克電子技術有限公司を清算し、連結の範囲から除外しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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２四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が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日～平成28年９月30日）におけるわが国経済は、新興国を中心とし

た経済成長の減速に加え、英国のEU離脱問題などの影響を受けて円高・株安が進行するなど、先行きは不透明な状

況となってまいりました。

当社におきましては、産業用コンピュータ製品が半導体製造装置関連市場向けに引続き好調に推移するなど、電

子機器製品の国内売上が増加いたしました。また、米国市場では、医療機器業界向けの産業用コンピュータ製品の

売上が堅調に推移いたしましたが、円高の影響により円ベースでは減少いたしました。

なお、EMS製品（物流システム用制御機器の受託生産）につきましては、株式会社ダイフクでの内製化が進んだ

ことに伴い、ダイフク向けの売上が前年と比べ大幅に減少しております。

この結果、当社グループの売上高は10,837百万円（前年同期比8.6％減）となりました。利益面につきまして

は、電子機器製品の販売増と円高に伴う仕入コストの減少により、営業利益は255百万円（前年同期比143.1％

増）、経常利益は190百万円（前年同期比116.0％増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきま

しては、前期の特殊要因である投資有価証券売却益がなくなり149百万円（前年同期比37.9％減）となりました。

なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
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(2) 財政状態の分析

① 資産の部について

当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は17,718百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,330百万円

減少いたしました。これは主に売上債権の減少1,182百万円、固定資産の減少320百万円、投資有価証券の増加75

百万円、長期貸付金の増加30百万円によるものであります。

　

② 負債の部について

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は10,427百万円となり、前連結会計年度末に比べ844百万円減

少いたしました。これは主に仕入債務の減少454百万円、借入金の減少232百万円、未払法人税等の減少122百万円

によるものであります。

 
③ 純資産の部について

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は7,291百万円となり、前連結会計年度末に比べ486百万円

減少いたしました。これは主に為替換算調整勘定の減少628百万円、利益剰余金の増加83百万円、その他有価証券

評価差額金の増加51百万円によるものであります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,886百万円となり、前年

同四半期連結会計期間末に比べ791百万円減少いたしました。

　

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により増加した資金は704百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益217百万円、

売上債権の減少による1,028百万円の収入、仕入債務の減少による324百万円の支出、法人税等の支払による205百

万円の支出であります。

　

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により減少した資金は171百万円となりました。主な内訳は、固定資産取得による139百万円の支出、

長期貸付による30百万円の支出であります。

　

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により減少した資金は333百万円となりました。主な内訳は、借入金の返済による230百万円の支出、

配当金の支払による65百万円の支出、自己株式の取得による29百万円の支出であります。

　

(4) 研究開発活動

IoT市場向け製品「CONPROSYS
※
」におきましては、欧州や米国などの海外でも3G回線の電波が利用可能な製品

を開発し、７月から販売を開始いたしました。

産業用コンピュータ製品におきましては、マイナス40℃からプラス70℃の温度環境下でも起動及び動作が可能

な「ボックスコンピュータBX-830」を開発し、６月から販売を開始いたしました。

ネットワーク製品におきましては、最新の無線LAN規格「802.11ac」に準拠した無線LANアクセスポイントを開

発し、８月から販売を開始いたしました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における研究開発費の総額は518百万円(前年同期比1.7％増)となりまし

た。

 
※CONPROSYS：手軽に設備の稼働状況などの情報をクラウドサーバーへ送信することができる当社製品
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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 21,600,000

計 21,600,000
 

　

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年11月11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 6,600,000 6,600,000
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は100株で
あります。

計 6,600,000 6,600,000 ― ―
 

　

(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28年７月１日～
平成28年９月30日

― 6,600,000 ― 1,119,600 ― 669,600
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(6) 【大株主の状況】

  平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ダイフク 大阪市西淀川区御幣島三丁目２番11号 4,007 60.72

コンテック従業員持株会 大阪市西淀川区姫里三丁目９番31号 436 6.61

山川 政樹 東京都調布市 112 1.70

勝間田　央 神奈川県横浜市港北区 75 1.14

関戸 康友 神奈川県厚木市 62 0.95

日本電計株式会社 東京都台東区上野五丁目14番12号 44 0.67

資産管理サービス信託銀行株式会
社（信託E口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 42 0.65

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 40 0.61

吉永　良 兵庫県神戸市灘区 37 0.57

平倉　昭雄 東京都小金井市 32 0.49

計 ― 4,891 74.11
 

（注）株式給付信託（BBT）の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）の所有株式42千株は、

四半期連結財務諸表においては自己株式として表示しております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28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     300

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

6,598,300
 

65,983
―

単元未満株式
普通株式

1,400
― ―

発行済株式総数 6,600,000 ― ―

総株主の議決権 ― 65,983 ―
 

(注) １　単元未満株式数には、当社所有の自己株式８株を含んでおります。

２　完全議決権株式(その他)の普通株式数には、株式給付信託(BBT)の信託財産として資産管理サービス信託銀

行株式会社(信託E口)の所有株式42,600株が含まれております。なお、当該議決権の数426個は、議決権不行

使となっております。

　

② 【自己株式等】

  平成28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(％)

（自己保有株式）
 株式会社コンテック

 大阪市西淀川区姫里
 三丁目９番31号

300 ― 300 0.00

計 ― 300 ― 300 0.00
 

(注) １ 当社は、単元未満の自己株式を８株所有しております。

２ 株式給付信託（BBT）の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する株式

42,600株については、上記の自己株式等に含まれておりません。

　

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、第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、PwCあらた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。

　なお、従来、当社が監査証明を受けているPwCあらた監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成28年７月１日

をもってPwCあらた有限責任監査法人となりました。
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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28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,858,366 2,886,231

  受取手形及び売掛金 5,288,546 4,105,742

  商品及び製品 2,040,145 2,327,845

  仕掛品 1,206,737 863,234

  原材料及び貯蔵品 2,096,679 2,171,151

  繰延税金資産 240,079 216,331

  その他 180,024 241,569

  貸倒引当金 △8,866 △4,202

  流動資産合計 13,901,713 12,807,903

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 833,145 828,111

   機械装置及び運搬具（純額） 46,442 63,785

   工具、器具及び備品（純額） 132,328 112,268

   土地 1,389,919 1,389,919

   リース資産（純額） 28,478 20,951

   建設仮勘定 1,772 994

   有形固定資産合計 2,432,087 2,416,030

  無形固定資産   

   のれん 1,752,502 1,434,540

   ソフトウエア 221,016 239,983

   その他 45,699 40,710

   無形固定資産合計 2,019,218 1,715,233

  投資その他の資産   

   投資有価証券 411,819 487,415

   長期貸付金 - 30,000

   繰延税金資産 138,044 121,405

   退職給付に係る資産 61,152 74,684

   その他 84,445 80,672

   貸倒引当金 - △15,000

   投資その他の資産合計 695,461 779,178

  固定資産合計 5,146,767 4,910,441

 資産合計 19,048,481 17,718,345
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 3,653,132 3,198,607

  短期借入金 1,254,447 1,251,559

  1年内返済予定の長期借入金 1,260,000 1,260,000

  リース債務 15,055 14,511

  繰延税金負債 - 2,752

  未払法人税等 201,188 79,009

  その他 997,320 918,920

  流動負債合計 7,381,144 6,725,359

 固定負債   

  長期借入金 3,070,000 2,840,000

  リース債務 13,607 6,623

  繰延税金負債 6,147 5,250

  退職給付に係る負債 799,164 829,564

  その他の引当金 - 19,500

  その他 1,121 876

  固定負債合計 3,890,041 3,701,815

 負債合計 11,271,186 10,427,175

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,119,600 1,119,600

  資本剰余金 103,909 103,909

  利益剰余金 5,518,698 5,601,734

  自己株式 △216 △29,932

  株主資本合計 6,741,992 6,795,311

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 243,184 295,047

  為替換算調整勘定 1,022,543 394,541

  退職給付に係る調整累計額 △230,425 △193,731

  その他の包括利益累計額合計 1,035,302 495,858

 純資産合計 7,777,294 7,291,170

負債純資産合計 19,048,481 17,718,345
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(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【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４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 11,851,088 10,837,483

売上原価 9,136,071 8,228,678

売上総利益 2,715,017 2,608,805

販売費及び一般管理費   

 販売費 ※1  1,432,017 ※1  1,233,070

 一般管理費 ※1  1,177,778 ※1  1,119,920

 販売費及び一般管理費合計 2,609,796 2,352,990

営業利益 105,221 255,814

営業外収益   

 受取利息 1,134 892

 受取配当金 13,137 8,420

 受取賃貸料 6,733 3,091

 保険解約返戻金 5,540 -

 その他 2,274 4,208

 営業外収益合計 28,820 16,612

営業外費用   

 支払利息 23,609 23,696

 為替差損 12,475 16,734

 外国源泉税 8,378 10,105

 貸倒引当金繰入額 - 15,000

 その他 1,240 16,074

 営業外費用合計 45,703 81,610

経常利益 88,337 190,816

特別利益   

 投資有価証券売却益 341,110 -

 関係会社清算益 - 27,641

 特別利益合計 341,110 27,641

特別損失   

 固定資産除却損 1,605 1,225

 その他の投資評価損 1,835 -

 特別損失合計 3,441 1,225

税金等調整前四半期純利益 426,007 217,232

法人税、住民税及び事業税 102,660 65,347

法人税等調整額 66,552 2,852

法人税等合計 169,213 68,199

四半期純利益 256,794 149,032

（内訳）   

 親会社株主に帰属する四半期純利益 239,881 149,032

 非支配株主に帰属する四半期純利益 16,912 -
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           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △173,508 51,863

 繰延ヘッジ損益 △3,743 -

 為替換算調整勘定 93,043 △628,002

 退職給付に係る調整額 12,712 36,694

 その他の包括利益合計 △71,495 △539,443

四半期包括利益 185,298 △390,411

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 166,112 △390,411

 非支配株主に係る四半期包括利益 19,185 -
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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)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30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利益 426,007 217,232

 減価償却費 134,210 135,220

 のれん償却額 72,996 67,732

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 540 11,338

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 23,698 69,726

 その他の引当金の増減額（△は減少） - 19,500

 受取利息及び受取配当金 △14,272 △9,312

 支払利息 23,609 23,696

 為替差損益（△は益） 15,668 18,900

 投資有価証券売却損益（△は益） △341,110 -

 関係会社清算損益（△は益） - △27,641

 有形固定資産除却損 1,605 1,225

 売上債権の増減額（△は増加） 642,222 1,028,409

 たな卸資産の増減額（△は増加） △632,661 △200,658

 仕入債務の増減額（△は減少） 795,212 △324,818

 その他 △323,786 △106,135

 小計 823,940 924,417

 利息及び配当金の受取額 14,306 9,322

 利息の支払額 △24,197 △23,613

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △206,569 △205,282

 営業活動によるキャッシュ・フロー 607,480 704,843

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 △108,072 △82,934

 無形固定資産の取得による支出 △42,897 △56,635

 投資有価証券の売却による収入 353,930 -

 長期貸付けによる支出 - △30,000

 短期貸付金の増減額（△は増加） 109 △1,814

 その他 6,382 51

 投資活動によるキャッシュ・フロー 209,452 △171,333

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △130,000 △230,000

 自己株式の取得による支出 - △29,736

 配当金の支払額 △83,430 △65,945

 リース債務の返済による支出 △8,218 △7,527

 財務活動によるキャッシュ・フロー △221,648 △333,209

現金及び現金同等物に係る換算差額 18,593 △172,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 613,877 27,864

現金及び現金同等物の期首残高 3,063,598 2,858,366

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  3,677,476 ※1  2,886,231
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【注記事項】

(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

当社は、第１四半期連結会計期間において、連結子会社であった北京康泰克電子技術有限公司を清算し、連結の

範囲から除外しております。

 
(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。　

 
(追加情報)

１ 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。

 
２ 株式給付信託（BBT）

当社は、当社の取締役及び執行役員(以下「取締役等」という。)に対する株式給付信託(BBT)制度を導入して

おります。

本制度は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリッ

トのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、業績の向上と企業価値の増大に貢献する

意識を高めることを目的として導入したものであります。

(1) 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社が

定める役員株式給付規程に基づき、役位及び業績達成度等に応じて付与されたポイントに相当する当社株式及

び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される報酬制度であります。な

お、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は原則として取締役等の退任時といたします。

当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実

務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年３月26日)に準じて、総額法を適用しております。

 
(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当第２四半期連結会計期間末において

29,716千円、42,600株であります。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

   受取手形裏書譲渡高は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

受取手形裏書譲渡高 ―千円 4,848千円
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(四半期連結損益及び包括利益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

(１) 販売費     

広告宣伝費 43,529千円 46,111千円

サービス費 34,781 25,480 

給与及び賞与 795,129 670,485 

福利厚生費 147,872 119,980 

退職給付費用 31,503 40,873 

旅費交通費 83,910 69,687 

賃借料 33,836 28,528 

減価償却費 4,978 4,037 

貸倒引当金繰入額 540 △3,314 

     

(２) 一般管理費     

役員報酬 110,002千円 106,488千円

給与及び賞与 348,092 307,985 

福利厚生費 70,838 61,212 

退職給付費用 16,896 21,564 

研究開発費 302,281 296,667 

減価償却費 94,582 68,038 

のれん償却額 72,996 67,732 
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

現金及び預金 3,677,476千円 2,886,231千円

預入期間が３か月を超える定期預金 ― ―

現金及び現金同等物 3,677,476 2,886,231
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

１ 配当金支払額

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27年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 82,496 12.50 平成27年３月31日 平成27年６月26日
 

　

２ 基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

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27年11月９日
取締役会

普通株式 利益剰余金 65,996 10.00 平成27年９月30日 平成27年12月１日
 

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１ 配当金支払額

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28年６月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 65,996 10.00 平成28年３月31日 平成28年６月24日
 

　

２ 基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

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28年11月９日
取締役会

普通株式 利益剰余金 65,996 10.00 平成28年９月30日 平成28年12月１日
 

(注) 配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が保有する自社の株式に対する配当金426

千円が含まれております。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの事業セグメントは、「電子機器事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を

省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

  １株当たり四半期純利益 36円35銭 22円60銭

 (算定上の基礎)   

  親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 239,881 149,032

  普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(千円)

239,881 149,032

  普通株式の期中平均株式数(株) 6,599,692 6,595,461
 

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 ２ 自己株式として計上している信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均

株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たり四半期純利益の算定上、控除した

当該自己株式の期中平均株式数は、当第２四半期連結累計期間4,231株であります。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
２ 【その他】

第42期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）中間配当については、平成28年11月９日開催の取締役会に

おいて、平成28年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたし

ました。

① 配当金の総額 65,996千円

② １株当たりの金額 10円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成28年12月１日
 

(注) 配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が保有する自社の株式に対する配当金426

千円が含まれております。

　

EDINET提出書類

株式会社コンテック(E02117)

四半期報告書

18/20



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。

EDINET提出書類

株式会社コンテック(E02117)

四半期報告書

19/20



独 立 監 査 人 の 四 半 期 レ ビ ュ ー 報 告 書
 

平成28年11月10日

株 式 会 社 コ ン テ ッ ク

取 締 役 会 御 中

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大野 功
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　高濱　滋

 

 

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」に掲げられている株式会社コン

テックの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日か

ら平成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30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、四半期連結損益及び包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー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、株式会社コンテック及び連結子会社の平成28年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

 

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． XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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