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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 21,807 △10.4 1,123 △38.0 965 △36.6 △847 ―

21年3月期第2四半期 24,330 ― 1,811 ― 1,522 ― 775 ―

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 △34.88 ―

21年3月期第2四半期 31.76 31.57

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 19,319 8,312 42.8 340.19
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2四半期  8,266百万円 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

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 ― 8.00 15.00

22年3月期 ― 7.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 46,747 △5.2 2,633 △15.6 2,300 △10.7 △275 ― △11.36
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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2四半期 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2四半期  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2四半期 24,298,856株 21年3月期第2四半期 24,419,353株
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 当第２四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景気の悪化に一部

持ち直しの動きが見られるものの、企業の収益環境及び雇用情勢は依然として厳しく、企業の設備投資は抑制され、

個人消費も低調に推移いたしました。  

 このような環境の中、当社グループは、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、売上高は法人需要の減少及び個人消費の低迷の影

響を受け前年同期を下回る結果となりました。 

 利益面につきましては、国内の固定費を見直す等のコスト削減に取組み、利益構造は着実に改善しつつあり、営業

利益及び経常利益においては期初の計画水準で推移しましたが、前年同期比では売上高の減少による影響をカバーす

るには至らず、減益となりました。また、四半期純利益においては、欧州子会社の ednet GmbH が経済環境の悪化等

により業績が低迷していることから、同社の株式取得時に生じたのれんの未償却残高の全額1,218百万円を減損損失

として特別損失に計上すること等としたため、四半期純損失を計上するに至りました。 

 これらの結果、当第２四半期の連結業績は、売上高は21,807百万円（前年同期比10.4％減）となり、営業利益は

1,123百万円（前年同期比38.0％減）、経常利益は965百万円（前年同期比36.6％減）、四半期純損失は847百万円

（前年同期は775百万円の四半期純利益）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２四半期の売上高は、7,554百万円（前年

同期比3.4％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２四半期の売上高は、2,979百万円（前年同期比32.0％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２四半期の売上高は、3,472百万円（前

年同期比10.8％増）となりました。 

（その他） 

 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パソコン関連製品は振るわず、

その他に係る当第２四半期の売上高は、7,800百万円（前年同期比13.2％減）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２四半期 平成22年３月期 第２四半期 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  7,824  32.1  7,554  34.6  △3.4

ストレージ・メモリ  4,381  18.0  2,979  13.7  △32.0

ＩＯデバイス  3,133  12.9  3,472  15.9  10.8

その他  8,991  37.0  7,800  35.8  △13.2

合 計  24,330  100.0  21,807  100.0  △10.4
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 所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。 

（日本） 

 ＡＶ関連製品、ＰＣサプライ製品及びＩＯデバイスの売上高は堅調に推移しましたが、法人需要の減少及び個人消

費の低迷による影響をカバーするには至らず、日本における当第２四半期の売上高は、20,632百万円（前年同期比

8.8％減）、営業利益は、1,961百万円（前年同期比23.7％減）となりました。 

（欧州） 

 世界的な金融不安の深刻化から企業収益が減少し、個人消費が低迷した影響を受け、ednetブランド製品を中心に

販売が減少した一方で、ELECOMブランドの市場浸透施策及び経営管理体制の強化を図りましたが、欧州地域における

当第２四半期の業績は、売上高が1,215百万円（前年同期比24.2％減）となり、販売関連費用の増加及びのれんの償

却により営業損失は268百万円（前年同期は143百万円の営業損失）となりました。 

（その他） 

 ＡＶ関連製品の販売強化に取り組みましたが、世界的な景気悪化の影響により個人消費の低迷が続き、売上高は減

少傾向となりました。これらの結果、その他地域における当第２四半期の売上高は625百万円（前年同期比20.2％

減）、営業損失は25百万円（前年同期は7百万円の営業損失）となりました。 

 当第２四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2,056百万円減少し、負債は937百万円の減少、純

資産は1,119百万円の減少となりました。  

 総資産の主たる減少要因は、受取手形及び売掛金が590百万円減少したことに加え、のれんが償却及び減損により

1,299百万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、短期借入金が354百万円増加した一方で、支払

手形及び買掛金が1,242百万円減少したことによるものです。純資産の主たる減少要因は、利益剰余金が1,042百万円

減少したことによるものです。 

 なお、当第２四半期累計期間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

51百万円（前年同期は1,077百万円の獲得）、投資活動の結果使用した資金は229百万円（前年同期は169百万円の使

用）、財務活動の結果獲得した資金は104百万円（前年同期は1,628百万円の使用）となり、当第２四半期会計期間末

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171百万円減少し、5,304百万円となりました。  

 業績予想は平成21年３月期決算短信(平成21年５月14日公表)から修正しております。業績予想の修正に関しまして

は、平成21年11月２日付で公表いたしました「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

 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。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 5,304,674 5,475,810

受取手形及び売掛金 6,203,635 6,794,014

商品及び製品 4,444,860 4,446,825

仕掛品 2,106 1,085

原材料及び貯蔵品 287,503 294,239

その他 976,385 990,586

貸倒引当金 △80,874 △63,777

流動資産合計 17,138,292 17,938,783

固定資産   

有形固定資産 1,048,258 996,073

無形固定資産 464,785 1,751,275

投資その他の資産 667,723 689,517

固定資産合計 2,180,766 3,436,866

資産合計 19,319,059 21,375,650

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,475,428 6,717,880

短期借入金 1,208,884 854,537

1年内返済予定の長期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 528,667 676,814

売上値引等引当金 216,352 171,292

賞与引当金 237,133 231,392

その他の引当金 213,837 206,399

その他 2,172,933 2,142,412

流動負債合計 10,353,237 11,300,728

固定負債   

退職給付引当金 585,700 572,330

その他の引当金 66,981 69,756

その他 1,057 1,257

固定負債合計 653,739 643,344

負債合計 11,006,977 11,944,073
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 7,951,499 8,993,530

自己株式 △554,659 △554,633

株主資本合計 8,783,317 9,825,374

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,038 △8,999

繰延ヘッジ損益 △516,707 △396,187

為替換算調整勘定 △10,317 △15,322

評価・換算差額等合計 △516,986 △420,509

新株予約権 45,750 26,711

純資産合計 8,312,081 9,431,576

負債純資産合計 19,319,059 21,375,650
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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

売上高 24,330,853 21,807,097

売上原価 16,218,542 14,357,200

売上総利益 8,112,310 7,449,897

返品調整引当金繰入額 － 7,000

返品調整引当金戻入額 14,000 －

差引売上総利益 8,126,310 7,442,897

販売費及び一般管理費 6,315,230 6,319,656

営業利益 1,811,080 1,123,241

営業外収益   

仕入割引 26,434 17,822

為替差益 － 22,111

その他 27,924 10,421

営業外収益合計 54,359 50,355

営業外費用   

支払利息 31,153 20,314

売上割引 177,755 177,213

為替差損 109,049 －

その他 25,011 10,478

営業外費用合計 342,970 208,006

経常利益 1,522,469 965,590

特別利益   

固定資産売却益 － 759

退職給付引当金戻入額 － 1,059

その他 1 3

特別利益合計 1 1,823

特別損失   

のれん減損損失 － 1,218,693

固定資産除却損 15,473 3,455

特別損失合計 15,473 1,222,148

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,506,997 △254,734

法人税、住民税及び事業税 728,243 511,242

法人税等調整額 3,133 81,662

法人税等合計 731,376 592,904

四半期純利益又は四半期純損失（△） 775,621 △847,639

エレコム㈱　（6750）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

－ 7 －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,506,997 △254,734

減価償却費 216,211 196,176

のれん減損損失 － 1,218,693

のれん償却額 81,246 81,246

受取利息及び受取配当金 △1,978 △1,152

支払利息 31,153 20,314

売上債権の増減額（△は増加） 1,533,502 647,888

たな卸資産の増減額（△は増加） 230,398 49,936

仕入債務の増減額（△は減少） △1,256,000 △1,270,661

引当金の増減額（△は減少） 39,530 64,768

その他 △384,940 △162,802

小計 1,996,121 589,672

利息及び配当金の受取額 1,978 1,152

利息の支払額 △18,519 △19,929

法人税等の支払額 △901,867 △622,415

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,077,713 △51,520

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 △123,123 △126,068

有形固定資産の売却による収入 － 1,619

投資有価証券の取得による支出 △2,486 △3,229

無形固定資産の取得による支出 △44,261 △102,697

その他 － 1,193

投資活動によるキャッシュ・フロー △169,871 △229,182

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） △778,920 300,724

自己株式の取得による支出 △520,459 △26

配当金の支払額 △328,632 △194,391

その他 － △1,604

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,628,012 104,702

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,190 4,863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △725,360 △171,136

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 4,472,771 5,304,674
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 該当事項はありません。 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）  

 当社グループの事業は、ＰＣ及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売のみであるため、事業の種類別セ

グメント情報は記載しておりません。 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）  

 当社グループの事業は、ＰＣ及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売のみであるため、事業の種類別セ

グメント情報は記載しておりません。 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州……ドイツ、オランダ、スイス、オーストリア、ベルギー 

その他…韓国、中国 

３．会計方針の変更 

    前第２四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第１四半期連結累計期間より「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結

累計期間の営業利益が日本で163,677千円減少しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
欧州

（千円） 
その他

（千円）  
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

  売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  22,412,610  1,604,203  314,039  24,330,853  －  24,330,853

(2）
セグメント間の内部売上高
または振替高  216,703 －  469,891  686,595 (686,595) －

  計  22,629,314  1,604,203  783,931  25,017,448 (686,595)  24,330,853

  
営業利益 
又は営業損失(△)  2,571,966 △143,611 △7,138  2,421,216 (610,135)  1,811,080

  
日本 

（千円） 
欧州

（千円） 
その他

（千円）  
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

  売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  20,402,500  1,215,651  188,945  21,807,097  －  21,807,097

(2）
セグメント間の内部売上高
または振替高  229,737 －  436,817  666,554 (666,554) －

  計  20,632,237  1,215,651  625,762  22,473,652 (666,554)  21,807,097

  
営業利益 
又は営業損失(△)  1,961,317 △268,266 △25,725  1,667,325 (544,083)  1,123,241
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前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）  

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）  

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。  

〔海外売上高〕

（６）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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