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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 12,730 ― 1,246 ― 1,109 ― 628 ―

20年3月期第1四半期 13,065 ― 792 ― 563 ― 274 ―

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

21年3月期第1四半期 25.52 25.37
20年3月期第1四半期 16.97 16.61

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 22,961 9,307 40.5 378.47
20年3月期 23,223 8,531 36.7 519.21

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,307百万円 20年3月期  8,531百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 8.00 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期連結累計期間 26,854 ― 1,565 ― 1,321 ― 667 ― 27.08
通期 56,420 8.1 3,855 △0.4 3,400 15.1 1,661 5.1 67.47

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業務予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年４月１日付をもって、普通株式１株につき1.5株の割合で、株式分割を実施しております。 
２．本資料に掲載されている業績予想等将来に関する内容は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかる本資
料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」にしたがい、四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  24,719,136株 20年3月期  16,479,424株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  127,006株 20年3月期  47,800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  24,629,708株 20年3月期第1四半期  16,193,200株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格及び原材料価格の高騰に伴う物価の上昇、サブプライ

ム住宅ローン問題を背景とする米国景気の後退懸念が強まり、企業部門では収益の減少が見られ、個人消費において

も弱含みの傾向となり、景気の先行きは一層不透明な状況となりました。 

 このような環境の中、当社グループにおきましては、製品面ではＡＶ関連製品及びＰＣサプライ製品を中心に製品

ラインアップの拡大を図るとともに、幅広い製品分野で新製品を投入し、販売面では販売チャネル毎にその特性を活

かした販売戦略を推進いたしました。 

 これらの結果、当第１四半期の売上高は12,730百万円（前年同期比2.6％減）となり、利益面においては前述の新

製品の投入及び販売戦略が奏功し、またＰＣ周辺機器の販売価格が概ね安定して推移したこと等により、営業利益は

1,246百万円（前年同期比57.2％増）、経常利益は1,109百万円（前年同期比96.9％増）、四半期純利益は628百万円

（前年同期比128.8％増）となりました。 

 品目別の概況は、次のとおりです。 

（ＰＣサプライ・ファニチャー） 

 インク類等の消耗品、デジタルカメラ関連製品を中心にＰＣサプライ製品の販売は堅調に推移し、ＰＣサプライ・

ファニチャーに係る当第１四半期の売上高は、3,988百万円（前年同期比5.0％増）となりました。  

（ストレージ・メモリ） 

 販売チャネル毎に取扱製品の見直しを進めた結果、ストレージ・メモリに係る当第１四半期の売上高は、2,429百

万円（前年同期比29.3％減）となりました。  

（ＩＯデバイス） 

 マウス、メモリリーダーライタ等の新製品投入等により売上高は順調に推移し、ＩＯデバイスに係る当第１四半期

の売上高は、1,675百万円（前年同期比3.7％増）となりました。 

（その他） 

 ポータブル・オーディオ・プレーヤー関連商品を中心としたＡＶ関連製品の売上高が順調に推移し、その他のＰＣ

関連製品の販売も堅調であったことから、その他に係る当第１四半期の売上高は、4,637百万円（前年同期比10.1％

増）となりました。  

〔品目別連結売上高〕                                                               （単位：百万円、％）

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は前期末に比べ262百万円減少し、負債は1,038百万円の減少、純資産は775百万円増加い

たしました。   

 総資産の主たる減少要因は、商品及び製品が334百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が366百万円減少した

ことによるものです。負債の主たる減少要因は、支払手形及び買掛金が418百万円、未払法人税等が382百万円それぞ

れ減少したことによるものです。純資産の主たる増加要因は、繰延ヘッジ損益が529百万円、利益剰余金が334百万円

それぞれ増加したことによるものです。 

 なお、当四半期におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動の結果使用した資金は172百万円、

投資活動の結果使用した資金は82百万円、財務活動の結果獲得した資金は201百万円となり、当四半期末における現

金及び現金同等物は5,143百万円となりました。 

品目区分 
平成20年３月期 第１四半期 平成21年３月期 第１四半期 前年同期 

増減率 金額 百分比 金額 百分比 

ＰＣサプライ・ファニチャー  3,800 29.1 3,988 31.3 5.0 

ストレージ・メモリ  3,438 26.3 2,429 19.1 △29.3 

ＩＯデバイス  1,615 12.4 1,675 13.2 3.7 

その他 4,211 32.2 4,637 36.4 10.1 

合計 13,065 100.0 12,730 100.0 △2.6 

エレコム㈱　（6750）　平成21年３月期　第１四半期決算短信

－ 2 －



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間の業績予想は、当第１四半期の業績動向を踏まえて、平成20年３月期決算短信(平成20年

５月15日公表)から修正しております。当該業績予想の修正に関しましては、平成20年８月12日付で公表いたしまし

た「平成21年３月期 第２四半期累計期間の連結業績予想の修正並びに平成21年３月期 第２四半期累計期間の個別業

績見通しに関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、平成21年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成20年５月15日付「平成20年３月期 決算短信」に

おいて公表した数値から変更ありません。  

４．その他 

（１）期中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） 

 該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」にしたがい、四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっており

ましたが、当第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」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

   当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

４．リース取引に関する会計基準の適用 

   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」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））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することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、

リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転ファイナンス・リース取引については、

引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。 
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

したがい、四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）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。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科  目 

前年同四半期 

（平成20年３月期 

第１四半期） 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 13,065,404 

Ⅱ 売上原価 9,112,531 

売上総利益 3,952,873 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,160,071 

営業利益 792,801 

Ⅳ 営業外収益 28,224 

Ⅴ 営業外費用 257,690 

経常利益 563,335 

Ⅵ 特別利益 1,761 

Ⅶ 特別損失 300 

税金等調整前四半期(当期)純利益 564,797 

税金費用 290,017 

四半期(当期)純利益 274,779 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前年同四半期 

（平成20年3期 

 第１四半期） 

区  分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期（当期）純利益 564,797 

減価償却費 116,096 

連結調整勘定償却額  40,623 

売上債権の増加額 992,006 

たな卸資産の増加額 850,543 

仕入債務の増加額 △1,604,115 

その他 161,468 

小  計 1,121,419 

法人税等の支払額 △620,389 

その他 △13,737 

営業活動によるキャッシュ・フロー 487,292 

Ⅱ 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 △30,535 

有形固定資産の売却による収入 － 

無形固定資産の取得による支出 △72,203 

投資有価証券の取得による支出 △940 

その他 △7,079 

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,759 

Ⅲ 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 △79,564 

長期借入による収入 － 

長期借入金の返済による支出 △30,000 

配当金の支払額 △242,898 

株式の発行による収入  － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △352,462 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,691 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 26,762 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,006,068 

Ⅶ 連結除外に伴う現金同等物の減少高 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 3,032,831 
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