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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年11月1日～平成21年1月31日） 

（注）当社は平成21年１月28日開催の第34期定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認可決されたため、決算期（事業年度の末日）を10月31日から３月31日
に変更いたしました。この結果第34期第１四半期（20年10月期第１四半期）は平成19年11月１日～平成20年１月31日、第35期第１四半期（21年３月期第１四半期）は平成
20年11月１日～平成21年１月31日となっております。  

(2) 財政状態 

（注）当社は平成21年１月28日開催の第34期定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認可決されたため、決算期（事業年度の末日）を10月31日から３月31日
に変更いたしました。したがって、決算期（事業年度の末日）の変更の経過期間となる平成21年３月期は、平成20年11月１日から平成21年３月31日までの５ヶ月決算であ
ります。   

(1) 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 1,905 ― △57 ― 12 ― 6 ―
20年10月期第1四半期 6,115 10.5 50 10.4 △26 ― △25 ―

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 2.06 ―
20年10月期第1四半期 △7.92 ―

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 4,777 3,385 70.9 1,062.62
20年10月期 5,082 3,429 67.5 1,061.76

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,385百万円 20年10月期  3,429百万円

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  

（注）当社は平成21年１月28日開催の第34期定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認可決されたため、決算期（事業年度の末日）を10月31日から３月31日
に変更いたしました。したがって、決算期（事業年度の末日）の変更の経過期間となる平成21年３月期は、平成20年11月１日から平成21年３月31日までの５ヶ月決算であ
ります。  

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10月期 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 7.00 7.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年11月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

（注）当社は平成21年１月28日開催の第34期定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認可決されたため、決算期（事業年度の末日）を10月31日から３月31日
に変更いたしました。したがって、決算期（事業年度の末日）の変更の経過期間となる平成21年３月期は、平成20年11月１日から平成21年３月31日までの５ヶ月決算であ
ります。  

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 4,490 △76.4 10 ― 3 ― 0 ― 0.00

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

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  3,230,000株 20年10月期  3,230,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  44,344株 20年10月期  44株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  3,228,532株 20年10月期第1四半期  3,229,969株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
２．上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素を含んでおります。実際の業績は、今
後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
３．当社は、平成20年12月18日付「子会社の異動（譲渡）に関するお知らせ」のとおり、平成21年１月30日に連結子会社エー・ディ・エム・エレクトロニクス・ホンコン・リミテッ
ドおよび連結子会社エー・ディ・エム・シンガポール・プライベート・リミテッドの全株式を譲渡したことから、平成21年３月期第１四半期より非連結決算会社となっておりま
す。  
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 当第１四半期会計期間における我が国経済は、世界的な金融不安による株価下落、為替相場の急激な変動、世界

同時不況などによる企業収益の悪化に伴う設備投資の抑制や雇用情勢の悪化とそれに伴う消費マインドの低下な

ど、先行きの不透明感は一段と強まってまいりました。 

 このような状況の中、当社といたしましては、親会社である加賀電子株式会社との取扱製品及び販売市場に関す

る強い補完関係を活かしつつ、技術や人材の交流により顧客へのサービスの質の向上を図り、両グループの営業拠

点の統合、ITシステム及び財務分野での融合を通じて半導体商社機能の強化を図り、インダストリー、メディカ

ル、コミュニケーション及びデジタル・コンシューマ等の市場に注力し、需要の発掘、拡大を進めてまいりまし

た。 

 これらの活動の結果、コミュニケーション分野においては、中国向け携帯電話機用のチップが採用されたことに

より当該分野における売上は好調でありましたが、設備投資に関連するインダストリー分野及びデジタルスチルカ

メラや薄型テレビなどを中心とするコンシューマ分野においては、設備投資の低下や消費の冷え込みなどの影響に

より顧客の生産調整や販売不振等を招き、それに伴い受注が減少いたしました。また、当社一部顧客とのアミュー

ズメント分野向け半導体等の商品に係る取引の終了の影響によりアミューズメント分野において大幅な減収となり

ました。 

 利益面につきましては、人件費や活動費等を中心として全体的なコスト削減を図りましたが、売上高減少に伴う

売上総利益の減少の影響が大きく、営業損失を計上することとなりました。しかしながら、本日発表いたしました

「営業外収益の発生に関するお知らせ」のとおり、受取配当金66百万円の計上により、経常利益及び四半期純利益

を計上することとなりました。 

  

 以上により、当第１四半期会計期間の売上高は19億５百万円、営業損失は57百万円、経常利益は12百万円、四半

期純利益は６百万円となりました。 

   

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ３億５百万円減少し、47億77百万円となりまし

た。これは主に受取手形及び売掛金の減少３億72百万円によるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ２億60百万円減少し、13億92百万円となりまし

た。これは主に流動負債の買掛金１億48百万円、賞与引当金26百万円それぞれ減少したことによるものでありま

す。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ44百万円減少し、33億85百万円となりました。

これは主に配当金の支払額48百万円によるものです。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は11億98百万円となりまし

た。 

 各キャッシュ・フローの状況は、次の通りであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は、60百万円となりました。これは主に、仕入債務

の減少額１億48百万円、たな卸資産の増加額28百万円があった一方、売上債権の減少額３億57百万円によるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において投資活動の結果得られた資金は、14百万円となりました。これは主に、関係会社

株式の売却による収入19百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は、25百万円となりました。これは主に、短期借入

金の純増加額27百万円があった一方、配当金の支払額39百万円、自己株式の購入による支出13百万円によるもので

あります。 
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平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年12月18日付「平成20年10月期 決算短信」にて公表いたし

ました通期の業績予想に変更はありません。 

（注）１．当社は、平成20年12月18日付「子会社の異動（譲渡）に関するお知らせ」にて発表いたしました子会社

の異動が平成21年１月30日付で完了したことにより、非連結決算会社となりましたので、平成21年３月

期の連結業績予想はございません。 

２．当社は、平成21年１月28日開催の第34期定時株主総会の決議により、決算期（事業年度の末日）を変更

いたしました。したがいまして、決算期（事業年度の末日）の変更の経過期間となる平成21年３月期

は、平成20年11月１日から平成21年３月31日までの５ヶ月決算であり、第２四半期の業績予想はござい

ません。 

   

 該当事項はありません。  

  

３．業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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．当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

２．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））および「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日以後開始する事業年度に係る四半期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。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を適用しております。 

また、当第１四半期会計期間 において、当該会計基準の変更に該当する所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引はありません。この結果、当該変更に伴う影響額はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,198,763 1,156,586

受取手形及び売掛金 1,827,730 2,200,292

商品 1,472,184 1,444,119

その他 59,844 77,025

貸倒引当金 △1,524 △17,406

流動資産合計 4,556,999 4,860,618

固定資産   

有形固定資産 19,510 18,856

無形固定資産 18,275 15,595

投資その他の資産   

投資有価証券 54,744 44,549

差入保証金 90,845 91,550

その他 39,012 53,325

貸倒引当金 △1,520 △1,520

投資その他の資産合計 183,082 187,906

固定資産合計 220,868 222,358

資産合計 4,777,867 5,082,976

負債の部   

流動負債   

買掛金 395,666 544,360

短期借入金 364,448 354,839

1年内返済予定の長期借入金 80,000 40,000

未払費用 84,394 96,217

未払法人税等 7,838 8,050

賞与引当金 32,770 59,657

その他 61,969 142,837

流動負債合計 1,027,086 1,245,962

固定負債   

長期借入金 320,000 360,000

退職給付引当金 41,058 43,014

その他 4,560 4,560

固定負債合計 365,618 407,574

負債合計 1,392,705 1,653,536

純資産の部   

株主資本   

資本金 560,330 560,330

資本剰余金 775,804 775,804

利益剰余金 2,081,703 2,123,484

自己株式 △13,316 △29

株主資本合計 3,404,521 3,459,589

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,845 △26,583

繰延ヘッジ損益 △2,513 △3,565

評価・換算差額等合計 △19,359 △30,149

純資産合計 3,385,161 3,429,440

負債純資産合計 4,777,867 5,082,976
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 1,905,920

売上原価 1,643,398

売上総利益 262,522

販売費及び一般管理費 319,826

営業損失（△） △57,303

営業外収益  

受取利息 40

受取配当金 66,863

その他 12,418

営業外収益合計 79,322

営業外費用  

支払利息 4,437

債権売却損 3,114

その他 2,139

営業外費用合計 9,690

経常利益 12,327

特別利益  

貸倒引当金戻入額 758

特別利益合計 758

特別損失  

関係会社株式売却損 5,066

その他 93

特別損失合計 5,159

税引前四半期純利益 7,926

法人税、住民税及び事業税 1,538

法人税等調整額 △280

法人税等合計 1,257

四半期純利益 6,668
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 7,926

減価償却費 3,411

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,955

貸倒引当金の増減額（△は減少） △758

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,886

受取利息及び受取配当金 △66,904

支払利息 4,437

為替差損益（△は益） △20,007

関係会社株式売却損益（△は益） 5,066

売上債権の増減額（△は増加） 357,437

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,064

仕入債務の増減額（△は減少） △148,694

その他 △85,413

小計 △405

利息及び配当金の受取額 66,904

利息の支払額 △2,983

法人税等の支払額 △3,076

営業活動によるキャッシュ・フロー 60,439

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 △2,381

無形固定資産の取得による支出 △3,943

関係会社株式の売却による収入 19,210

その他 1,169

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,054

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） 27,181

自己株式の取得による支出 △13,287

配当金の支払額 △39,591

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,697

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,176

現金及び現金同等物の期首残高 1,156,586

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,198,763
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年10月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  6,115,410

Ⅱ 売上原価  5,663,999

売上総利益  451,410

Ⅲ 販売費及び一般管理費  401,329

営業利益  50,081

Ⅳ 営業外収益  21,192

Ⅴ 営業外費用  97,836

経常損失  26,562

Ⅵ 特別利益  5,662

Ⅶ 特別損失  3,012

税引前四半期純損失  23,912

税金費用  1,675

四半期純損失  25,588

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

 当会計年度は連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、キャッシュ・フロー計算書は作成してお

りません。 
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