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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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ヶ月決算であるため、平成21年３月期第２
四半期実績及び対前年度同四半期増減率については記載しておりません。 

(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2四半期 4,595 ― △73 ― △97 ― △101 ―

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2四半期 △31.90 ―

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2四半期 5,158 3,108 60.3 975.85
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2四半期  3,108百万円 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  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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、対前期増減率につ
いて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

通期 10,768 ― △26 ― △46 ― △49 ― △15.38
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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2四半期 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2四半期  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2四半期 3,185,656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２四半期累計期間（自平成21年４月１日至平成21年９月30日）におけるわが国経済は、昨秋以降の世界的な

金融不安から雇用や所得環境も急速に悪化し個人消費を取り巻く環境は厳しい状況にあります。 

当社が属する電気機器業界では、民生機器の生産調整は一巡し増産傾向にありますが、設備投資には依然として

慎重な姿勢が見られ、全体としては未だ厳しい状況で推移しております。 

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の補完関

係を最大限に活かし、新規ビジネスの発掘、新商権の拡販に努めてまいりました。 

これらの活動の結果、コミュニケーション分野では、国内向け携帯電話の客先需要の増加を受け、レンズドライ

バーなどの半導体の売上が伸び、またワンセグチューナー半導体の新規受注獲得なども寄与し売上高は順調に推移

いたしました。コンシューマ分野においては、デジタルスチルカメラの市場在庫が消化されメーカー各社において

年末商戦に向けた増産が開始されたことから、デジタルスチルカメラ向け半導体の売上が好調でありました。しか

しながらインダストリー分野では、一部に回復の兆しがあるものの、依然として企業収益の悪化を背景に設備投資

関連、及び産業機器関連の市場全体が低調で回復が遅れております。 

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

費削減に努めましたが、相対的に利益率の高い多品種少量販売を中心とする産業機器向け半導体の需要が伸び悩ん

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。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間の業績といたしましては、売上高は45億95百万円、営業損失は73百万円、

経常損失は97百万円、四半期純損失は１億１百万円となりました。 

 なお、決算期（事業年度の末日）変更により平成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

月決算であったことから、前年同四半期との比較は記載しておりません。 

  

財政状態の分析 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ６億40百万円増加し、51億58百万円となりまし

た。これは主に現金及び預金が３億75百万円及びたな卸資産が２億７百万円それぞれ減少したものの、受取手形及

び売掛金が11億41百万円増加したことなどによるものであります。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ７億52百万円増加し、20億49百万円となりまし

た。これは主に賞与引当金が22百万円減少したものの、買掛金が５億34百万円、短期借入金が２億31百万円それぞ

れ増加したことなどによるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ１億11百万円減少し、31億８百万円となりまし

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２四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11億81百万円となりまし

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２四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、５億81百万円となりました。これは主に、税引

前四半期純損失99百万円、仕入債務の増加５億34百万円及びたな卸資産の減少２億７百万円による資金の増加があ

ったものの、売上債権の増加11億41百万円などによる資金の減少があったためであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、31百万円となりました。これは差入保証金の回

収による収入21百万円などの資金の増加があったものの、固定資産の取得による支出12百万円、貸付による支出40

百万円などによる資金の減少があったためであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は、２億45百万円となりました。これは短期借入金

の純増加額２億67百万円、配当金の支払額22百万円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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 当社を取り巻く経営環境において、急速な市場の回復は望めないことから、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２四半期累計期間の業績につきましては、記載の通り厳しい結果となりましたが、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、売上高及び利益の確保に努めてまいります。 

 なお、平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年9月15日に公表致しました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」から修正はございません。 

  

 該当事項はありません。  

   

 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。 

  

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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 1,181,652 1,557,074 

受取手形及び売掛金 2,762,046 1,620,498 

商品及び製品 909,733 1,117,157 

その他 125,151 49,825 

貸倒引当金 △2,905 △985 

流動資産合計 4,975,678 4,343,570 

固定資産   

有形固定資産 20,052 18,399 

無形固定資産 19,740 21,050 

投資その他の資産   

投資有価証券 68,407 54,417 

差入保証金 48,052 68,536 

その他 28,307 13,911 

貸倒引当金 △1,520 △1,520 

投資その他の資産合計 143,246 135,345 

固定資産合計 183,039 174,794 

資産合計 5,158,717 4,518,365 

負債の部   

流動負債   

買掛金 780,109 245,155 

短期借入金 696,332 464,379 

1年内返済予定の長期借入金 360,000 280,000 

未払費用 12,013 25,868 

未払法人税等 4,300 4,300 

賞与引当金 28,745 51,736 

その他 61,605 48,450 

流動負債合計 1,943,107 1,119,890 

固定負債   

長期借入金 40,000 120,000 

退職給付引当金 56,404 51,093 

役員退職慰労引当金 5,905 2,147 

その他 4,560 4,560 

固定負債合計 106,869 177,800 

負債合計 2,049,976 1,297,690 
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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) 

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 1,792,644 1,916,571 

自己株式 △13,316 △13,316 

株主資本合計 3,115,462 3,239,390 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,420 △17,472 

繰延ヘッジ損益 △2,300 △1,243 

評価・換算差額等合計 △6,721 △18,715 

純資産合計 3,108,741 3,220,674 

負債純資産合計 5,158,717 4,518,365 

－6－

エー・ディ・エム㈱ (3335) 平成22年３月期 第２四半期決算短信(非連結)



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,595,734

売上原価 4,116,072

売上総利益 479,661

販売費及び一般管理費 553,026

営業損失（△） △73,364

営業外収益  

受取利息 195

受取配当金 524

その他 181

営業外収益合計 901

営業外費用  

支払利息 5,161

債権売却損 1,973

為替差損 14,359

その他 3,990

営業外費用合計 25,485

経常損失（△） △97,948

特別損失  

事務所移転費用 1,929

その他 36

特別損失合計 1,965

税引前四半期純損失（△） △99,913

法人税、住民税及び事業税 1,714

法人税等調整額 －

法人税等合計 1,714

四半期純損失（△） △101,628
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △99,913

減価償却費 7,475

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,310

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,919

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,758

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,991

受取利息及び受取配当金 △719

支払利息 5,161

為替差損益（△は益） △28,760

売上債権の増減額（△は増加） △1,141,547

たな卸資産の増減額（△は増加） 207,423

仕入債務の増減額（△は減少） 534,954

その他 △47,272

小計 △575,202

利息及び配当金の受取額 778

利息の支払額 △5,193

法人税等の支払額 △2,214

営業活動によるキャッシュ・フロー △581,831

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 △5,801

無形固定資産の取得による支出 △6,448

差入保証金の回収による収入 21,009

貸付けによる支出 △40,000

その他 △651

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,892

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） 267,633

配当金の支払額 △22,413

財務活動によるキャッシュ・フロー 245,220

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △375,422

現金及び現金同等物の期首残高 1,557,074

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,181,652
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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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