
平成22年3月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成21年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 エー・ディ・エム株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 3335 URL http://www.adm.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 志摩 良一
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理本部長 （氏名） 牛見 史郎 TEL 06-6244-2701
四半期報告書提出予定日 平成21年8月11日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

（注）平成21年３月期は、決算期（事業年度の末日）変更により平成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。この結果、平成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、平成22年３月期第１四半期は平成21年４月１日～平成21年６月30日となっております。 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第1四半期 1,966 3.2 △65 ― △79 ― △80 ―
21年3月期第1四半期 1,905 ― △57 ― 12 ― 6 ―

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

22年3月期第1四半期 △25.11 ―
21年3月期第1四半期 2.06 ―

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

22年3月期第1四半期 4,720 3,126 66.2 981.46
21年3月期 4,518 3,220 71.3 1,010.99

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,126百万円 21年3月期  3,220百万円

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）平成21年３月期は、決算期（事業年度の末日）変更により平成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

21年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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）平成21年３月期は、決算期（事業年度の末日）変更により平成20年11月１日から平成21年３月31日までの５ヶ月決算であるため、対前期（対前年同四
半期）増減率は省略しております。 

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

第2四半期 
累計期間

5,011 ― 20 ― 14 ― 8 ― 2.51

通期 12,362 ― 155 ― 143 ― 133 ― 41.74
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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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 3,230,000株 21年3月期  3,230,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  44,344株 21年3月期  44,344株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 3,185,656株 21年3月期第1四半期 3,228,532株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
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 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響による企業収益の悪化により、設備投

資、個人消費は低迷し、雇用情勢も急速に悪化するなど、非常に厳しい状況が続きました。 

 当社が属する電気機器業界においては、一部のコンシューマ分野において在庫調整が進むなどの明るい兆しが見

え始めるものの、全般的には非常に厳しい状況が続きました。 

 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、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、カメラ付き携帯電話機向け半導体の需要が好調であ

ったことから、前期同四半期と比較し増収となりました。 

 コンシューマ分野においては、一部のデジタルスチルカメラメーカーで生産が好調でありましたが、デジタルス

チルカメラ市場全体としては依然として厳しい状態が続いており、前期同四半期とほぼ同水準で推移いたしまし

た。また、オーディオ向け半導体の売上高は、需要が当初予想より低調であったものの在庫調整が進んだことなど

から前期同四半期対比では増加いたしました。 

 インダストリー分野においては、企業収益の悪化を背景として設備投資関連及び産業機器関連の市場全体が低調

であったことから産業機器向け半導体の売上高は、前期同四半期対比で減少いたしました。 

 利益面につきましては、前期に引き続いて人件費、活動費及びその他様々な経費について見直しを進め、更なる

経費の低減を図りました。しかしながら、相対的に利益率の高い多品種少量販売を行なっているインダストリー分

野向けの半導体の売上高が落ち込んだことから売上総利益が減少し、営業損失、経常損失及び当期純損失を計上す

ることとなりました。   

  

 以上により、当第１四半期累計期間の売上高は19億66百万円、営業損失は65百万円、経常損失は79百万円、四半

期純損失は80百万円となりました。 

  

 なお、平成21年３月期は、決算期（事業年度の末日）変更により平成20年11月１日から平成21年３月31日までの

５ヶ月決算でありました。この結果、平成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、平成22

年３月期第１四半期は平成21年４月１日～平成21年６月30日となっております。 

  

財政状態の分析 

（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２億２百万円増加し、47億20百万円となりまし

た。これは主にたな卸資産が１億32百万円減少したものの、現金及び預金の増加額２億13百万円、受取手形及び売

掛金の増加額１億26百万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２億96百万円増加し、15億94百万円となりまし

た。これは主に短期借入金が１億77百万円減少したものの、買掛金が５億３百万円増加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94百万円減少し、31億26百万円となりました。

これは主に当期純損失及び配当金の支払いによる利益剰余金の減少によるものであります。 

  

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17億70百万円となりまし

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１四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、３億98百万円となりました。これは主に、税引

前当期純損失79百万円、売上債権の増加額１億26百万円による資金の減少があったものの、仕入債務の増加５億３

百万円、たな卸資産の減少１億32百万円などの資金の増加によるものであります。 

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
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 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期累計期間において投資活動の結果得られた資金は、10百万円となりました。これは主に、差入保証

金の回収による収入17百万円などによるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、１億93百万円となりました。これは主に、短期

借入金の純減少額１億74百万円、配当金の支払額18百万円によるものであります。  

  

 当社を取り巻く経営環境において、急速な市場の回復が望めないことから、今後も引き続き厳しい状況が続くも

のと予想しております。 

 第１四半期業績につきましては、記載のとおり厳しい結果とはなりましたが、今後とも販売強化、経営効率改善

や徹底したコストの削減を継続し、売上及び利益の確保に努めてまいります。 

 なお、当社の業績予想につきましては、現時点において平成21年５月11日付の平成21年３月期決算短信（非連

結）にて公表いたしました数値から変更はありません。今後、変更がある場合には適切に開示してまいります。 

   

 該当事項はありません。  

  

 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
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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６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,770,967 1,557,074 

受取手形及び売掛金 1,747,250 1,620,498 

商品及び製品 984,554 1,117,157 

その他 33,942 49,825 

貸倒引当金 △901 △985 

流動資産合計 4,535,812 4,343,570 

固定資産   

有形固定資産 18,556 18,399 

無形固定資産 21,560 21,050 

投資その他の資産   

投資有価証券 61,729 54,417 

差入保証金 50,800 68,536 

その他 34,017 13,911 

貸倒引当金 △1,520 △1,520 

投資その他の資産合計 145,027 135,345 

固定資産合計 185,144 174,794 

資産合計 4,720,957 4,518,365 

－5－

エー・ディ・エム㈱ (3335) 平成22年３月期 第１四半期決算短信(非連結)



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 748,643 245,155 

短期借入金 286,465 464,379 

1年内返済予定の長期借入金 320,000 280,000 

未払費用 12,543 25,868 

未払法人税等 2,100 4,300 

賞与引当金 14,372 51,736 

その他 67,586 48,450 

流動負債合計 1,451,712 1,119,890 

固定負債   

長期借入金 80,000 120,000 

退職給付引当金 54,394 51,093 

役員退職慰労引当金 3,693 2,147 

その他 4,560 4,560 

固定負債合計 142,647 177,800 

負債合計 1,594,359 1,297,690 

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 1,814,268 1,916,571 

自己株式 △13,316 △13,316 

株主資本合計 3,137,086 3,239,390 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,610 △17,472 

繰延ヘッジ損益 122 △1,243 

評価・換算差額等合計 △10,488 △18,715 

純資産合計 3,126,598 3,220,674 

負債純資産合計 4,720,957 4,518,365 
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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）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,905,920 1,966,721 

売上原価 1,643,398 1,762,762 

売上総利益 262,522 203,959 

販売費及び一般管理費 319,826 269,886 

営業損失（△） △57,303 △65,927 

営業外収益   

受取利息 40 36 

受取配当金 66,863 482 

その他 12,418 15 

営業外収益合計 79,322 534 

営業外費用   

支払利息 4,437 2,497 

債権売却損 3,114 1,537 

為替差損 － 7,824 

その他 2,139 1,927 

営業外費用合計 9,690 13,787 

経常利益又は経常損失（△） 12,327 △79,180 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 758 84 

特別利益合計 758 84 

特別損失   

関係会社株式売却損 5,066 － 

その他 93 36 

特別損失合計 5,159 36 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 7,926 △79,132 

法人税、住民税及び事業税 1,538 871 

法人税等調整額 △280 － 

法人税等合計 1,257 871 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,668 △80,004 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税引前四半期純損失
（△）

7,926 △79,132 

減価償却費 3,411 3,478 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,955 3,300 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △758 △84 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 1,546 

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,886 △37,364 

受取利息及び受取配当金 △66,904 △518 

支払利息 4,437 2,497 

為替差損益（△は益） △20,007 △1,171 

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 △126,751 

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,064 132,603 

仕入債務の増減額（△は減少） △148,694 503,487 

その他 △85,413 419 

小計 △405 402,309 

利息及び配当金の受取額 66,904 577 

利息の支払額 △2,983 △2,258 

法人税等の支払額 △3,076 △2,271 

営業活動によるキャッシュ・フロー 60,439 398,356 

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 △993 

無形固定資産の取得による支出 △3,943 △6,248 

差入保証金の回収による収入 － 17,973 

関係会社株式の売却による収入 19,210 － 

その他 1,169 194 

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,054 10,925 

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 △174,607 

自己株式の取得による支出 △13,287 － 

配当金の支払額 △39,591 △18,648 

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,697 △193,255 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,619 △2,134 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,176 213,892 

現金及び現金同等物の期首残高 1,156,586 1,557,074 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,198,763 1,770,967 
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 該当事項はありません。 

  

 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
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