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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 10,964 △13.9 552 △55.7 467 △57.8 195 △68.8

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

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 8.06 ―

21年3月期第1四半期 25.52 25.37

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 21,119 9,469 44.7 388.24
21年3月期 21,375 9,431 44.0 387.05

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,433百万円 21年3月期  9,404百万円

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

21年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 ― 8.00 15.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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  無  
 

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

23,951 △1.6 1,123 △38.0 949 △37.6 434 △44.0 17.89

通期 50,810 3.0 2,957 △5.2 2,600 0.9 1,320 0.7 54.32

－ 1 －



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  

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※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結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 24,879,425株 21年3月期  24,879,425株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  580,576株 21年3月期  580,526株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 24,298,862株 21年3月期第1四半期 24,629,708株

－ 2 －



 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前連結会計年度後半から深刻化した世界的な金融危機及び実体

経済の悪化により、企業の設備投資が抑制され、雇用環境が悪化し、個人消費が低迷する等、厳しい状況が継続いた

しました。 

 このような環境の中、当社グループの売上高は、製品面ではＡＶ関連製品、ＰＣサプライ製品及びＩＯデバイス製

品等幅広い分野で新製品を投入し需要の喚起を図るとともに、営業面では販売チャネルの特性に合わせた販売戦略の

推進、消費者の節約志向に合わせた製品プロモーションを推進しましたが、法人需要の減少及び個人消費の低迷の影

響を受け減収となりました。また、収益の面では国内の固定費を見直す等のコスト削減に取組み、収益構造は前連結

会計年度の第４四半期に比べ着実に改善しつつあり、期初の計画どおり推移しておりますが、売上高の減少による影

響が大きく、前年同期比では大幅な減益となりました。 

 これらの結果、当第１四半期の連結業績は、前述の諸施策の実施に一定の効果があったものの、減収要因をカバー

するには至らず、売上高は10,964百万円（前年同期比13.9％減）となり、営業利益は552百万円（前年同期比55.7％

減）、経常利益は467百万円（前年同期比57.8％減）、四半期純利益は195百万円（前年同期比68.8％減）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） 

 ＵＭＰＣ関連製品及び消耗品等のＰＣサプライ製品の販売は堅調に推移しましたが、ＰＣファニチャーが前連結会

計年度に引続き漸減傾向となり、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、3,724百万円（前年

同期比6.6％減）となりました。 

（ストレージ・メモリ） 

 市場動向の変化に応じて販売戦略を推進しましたが、パソコン需要の減少が影響し、ストレージ・メモリに係る当

第１四半期の売上高は、1,602百万円（前年同期比34.1％減）となりました。 

（ＩＯデバイス） 

 マウスを中心とした新製品の投入が順調に進み、ＩＯデバイスに係る当第１四半期の売上高は、1,746百万円（前

年同期比4.3％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関連製品の売上高は比較的堅調に推移したもの

の、法人需要を中心にその他のＰＣ関連製品は振るわず、その他に係る当第１四半期の売上高は、3,891百万円（前

年同期比16.1％減）となりました。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ256百万円減少し、負債は294百万円の減少、純資

産は38百万円の増加となりました。 

 総資産の主たる減少要因は、商品及び製品が267百万円増加した一方で、現金及び預金が246百万円、受取手形及び

売掛金が312百万円それぞれ減少したことによるものです。負債の主たる減少要因は、短期借入金が590百万円、売上

値引等引当金が207百万円それぞれ増加した一方で、支払手形及び買掛金が640百万円、未払法人税等が377百万円そ

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、その他有価証券評価差額金が15百万円、為替換算

調整勘定が9百万円それぞれ良化したことによるものです。 

 なお、当第１四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534百万

円（前年同期は172百万円の使用）、投資活動の結果使用した資金は86百万円（前年同期は82百万円の使用）、財務

活動の結果獲得した資金は368百万円（前年同期は201百万円の獲得）となり、当第１四半期末における現金及び現金

同等物は前連結会計年度末に比べ246百万円減少し、5,229百万円となりました。 

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

〔品目別連結売上高〕       （単位：百万円、％）

品目区分 
平成21年３月期 第１四半期 平成22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     3,988  31.3  3,724  34.0  △6.6

ストレージ・メモリ  2,429  19.1  1,602  14.6  △34.1

ＩＯデバイス  1,675  13.2  1,746  15.9  4.3

その他  4,637  36.4  3,891  35.5  △16.1

合  計  12,730  100.0  10,964  100.0  △13.9

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月14日付「平成21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。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,229,742 5,475,810

受取手形及び売掛金 6,481,296 6,794,014

商品及び製品 4,714,145 4,446,825

仕掛品 6,407 1,085

原材料及び貯蔵品 330,172 294,239

その他 993,842 990,586

貸倒引当金 △61,125 △63,777

流動資産合計 17,694,479 17,938,783

固定資産   

有形固定資産 1,008,638 996,073

無形固定資産   

のれん 1,259,316 1,299,939

その他 425,628 451,335

無形固定資産合計 1,684,945 1,751,275

投資その他の資産 730,958 689,517

固定資産合計 3,424,541 3,436,866

資産合計 21,119,021 21,375,650

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,077,735 6,717,880

短期借入金 1,444,886 854,537

1年内返済予定の長期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 299,396 676,814

売上値引等引当金 378,568 171,292

その他の引当金 329,719 437,792

その他 2,177,138 2,142,412

流動負債合計 11,007,445 11,300,728

固定負債   

退職給付引当金 574,925 572,330

その他の引当金 65,559 69,756

その他 1,307 1,257

固定負債合計 641,792 643,344

負債合計 11,649,237 11,944,073
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 707,747 707,747

資本剰余金 678,730 678,730

利益剰余金 8,995,099 8,993,530

自己株式 △554,659 △554,633

株主資本合計 9,826,917 9,825,374

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,308 △8,999

繰延ヘッジ損益 △393,959 △396,187

為替換算調整勘定 △5,586 △15,322

評価・換算差額等合計 △393,237 △420,509

新株予約権 36,103 26,711

純資産合計 9,469,783 9,431,576

負債純資産合計 21,119,021 21,375,650
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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

売上高 12,730,566 10,964,693

売上原価 8,275,425 7,161,349

売上総利益 4,455,141 3,803,344

返品調整引当金戻入額 15,000 4,000

差引売上総利益 4,470,141 3,807,344

販売費及び一般管理費 3,223,954 3,254,673

営業利益 1,246,186 552,670

営業外収益   

仕入割引 11,363 8,436

為替差益 － 9,848

その他 15,754 5,976

営業外収益合計 27,117 24,261

営業外費用   

支払利息 16,355 10,739

売上割引 87,470 89,293

為替差損 55,008 －

その他 5,385 9,148

営業外費用合計 164,220 109,181

経常利益 1,109,084 467,750

特別利益   

退職給付引当金戻入額 － 6,655

その他 － 3

特別利益合計 － 6,659

特別損失   

固定資産除却損 705 162

特別損失合計 705 162

税金等調整前四半期純利益 1,108,379 474,247

法人税、住民税及び事業税 491,225 287,701

法人税等調整額 △11,433 △9,414

法人税等合計 479,792 278,287

四半期純利益 628,586 195,960
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 1,108,379 474,247

減価償却費 103,201 91,822

のれん償却額 40,623 40,623

受取利息及び受取配当金 △1,227 △998

支払利息 16,355 10,739

売上債権の増減額（△は増加） 311,460 334,641

たな卸資産の増減額（△は増加） △478,199 △299,046

仕入債務の増減額（△は減少） △372,033 △645,519

引当金の増減額（△は減少） 110,069 93,356

その他 △114,440 27,988

小計 724,188 127,854

利息及び配当金の受取額 1,227 998

利息の支払額 △5,960 △9,694

法人税等の支払額 △891,940 △654,059

営業活動によるキャッシュ・フロー △172,485 △534,901

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 △54,228 △57,140

投資有価証券の取得による支出 △1,306 △1,581

無形固定資産の取得による支出 △27,464 △22,798

その他 － △5,114

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,999 △86,634

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） 581,553 563,343

自己株式の取得による支出 △51,817 △26

配当金の支払額 △328,632 △194,391

その他 － △842

財務活動によるキャッシュ・フロー 201,103 368,083

現金及び現金同等物に係る換算差額 △80 7,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54,462 △246,068

現金及び現金同等物の期首残高 5,198,132 5,475,810

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,143,669 5,229,742
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 該当事項はありません。 

  

 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

６．その他の情報
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