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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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３
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3四半期 7,292 ― △78 ― △111 ― △117 ―

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3四半期 △36.76 ―

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3四半期 5,113 3,110 60.8 976.26
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3四半期  3,110百万円 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  有   

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）
7.00 7.00

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  有  
（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 10,000 ― △93 ― △130 ― △124 ― △39.05
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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3四半期 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3四半期  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3四半期 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３四半期累計期間（自平成21年４月１日至平成21年12月31日）におけるわが国経済は、政府の経済対策により

個人消費を中心に需要が高まり、経済活動の水準は最悪期を脱したものの、全体では依然として低い水準で推移して

おります。 

当社が属する電気機器業界では、民生機器においては、生産調整の反動で一時増産傾向にありましたが、一段落

し、緩やかな推移となっております。また、企業の設備投資においては、生産活動の回復からようやく下げ止まりの

兆しが見られたものの、未だ厳しい状況で回復のペースは予想よりも遅れております。 

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、携帯電話機向けレンズドライバー半導体の客先需要は、上半

期ほどではありませんが順調に推移しており、また中国向け携帯電話機の生産が徐々に再開され軌道に乗り始めてお

ります。コンシューマ分野においては、デジタルスチルカメラ向け半導体の販売が順調に推移しておりますが、第３

四半期会計期間のコンシューマ分野の販売状況といたしましては、年末商戦の作り込みも一段落していることから、

ほぼ横ばいの推移となっております。インダストリー分野では、企業における設備投資の動きに慎重さが見られ回復

が遅れておりましたが、昨秋より緩やかな回復傾向にあり、半導体の販売も同様の動きとなっております。 

利益面につきましては、比較的に収益性の高いインダストリー分野の売上高が回復傾向にあるものの、収益状況が

回復するまでには至らず、営業損失、経常損失及び四半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３四半期累計期間の業績といたしましては、売上高は72億92百万円、営業損失は78百万円、経

常損失は１億11百万円、四半期純損失は１億17百万円となりました。 

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。 

  

  

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ５億95百万円増加し、51億13百万円となりまし

た。これは主に現金及び預金が８億63百万円及びたな卸資産が93百万円それぞれ減少したものの、受取手形及び売

掛金が13億71百万円増加したことなどによるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ７億６百万円増加し、20億３百万円となりまし

た。これは主に賞与引当金が38百万円減少したものの、買掛金が５億77百万円、短期借入金が１億76百万円それぞ

れ増加したことなどによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ１億10百万円減少し、31億10百万円となりまし

た。これは主に四半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３四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６億93百万円となりまし

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３四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、８億58百万円となりました。これは主に、仕入

債務の増加５億77百万円及びたな卸資産の減少93百万円による資金の増加があったものの、税引前四半期純損失１

億14百万円、売上債権の増加13億71百万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３四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、94百万円となりました。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、投資有価証券の取得21百万円、関係会社株式の取得50

百万円、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３四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は、93百万円となりました。これは短期借入金の純

増加額１億56百万円、配当金の支払額22百万円など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、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」から変更しております。詳細につきましては、本日付「平成22年３月期業績予想及び期末配当予想の修正

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。  

  

  

 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。 

 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。 

  

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 693,256 1,557,074

受取手形及び売掛金 2,991,888 1,620,498

商品及び製品 1,023,516 1,117,157

その他 137,438 49,825

貸倒引当金 △2,516 △985

流動資産合計 4,843,583 4,343,570

固定資産   

有形固定資産 17,995 18,399

無形固定資産 17,919 21,050

投資その他の資産   

投資有価証券 107,012 54,417

関係会社株式 50,000 －

差入保証金 48,052 68,536

その他 30,949 13,911

貸倒引当金 △1,520 △1,520

投資その他の資産合計 234,494 135,345

固定資産合計 270,408 174,794

資産合計 5,113,992 4,518,365

負債の部   

流動負債   

買掛金 822,377 245,155

短期借入金 641,115 464,379

1年内返済予定の長期借入金 360,000 280,000

未払費用 13,145 25,868

未払法人税等 4,949 4,300

賞与引当金 13,660 51,736

その他 75,356 48,450

流動負債合計 1,930,604 1,119,890

固定負債   

長期借入金 － 120,000

退職給付引当金 60,671 51,093

役員退職慰労引当金 8,119 2,147

その他 4,560 4,560

固定負債合計 73,350 177,800

負債合計 2,003,955 1,297,690
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,777,155 1,916,571

自己株式 △13,316 △13,316

株主資本合計 3,099,973 3,239,390

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,657 △17,472

繰延ヘッジ損益 1,405 △1,243

評価・換算差額等合計 10,063 △18,715

純資産合計 3,110,037 3,220,674

負債純資産合計 5,113,992 4,518,365
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,292,481

売上原価 6,495,955

売上総利益 796,525

販売費及び一般管理費 875,193

営業損失（△） △78,667

営業外収益  

受取利息 769

受取配当金 970

その他 181

営業外収益合計 1,921

営業外費用  

支払利息 7,729

債権売却損 2,368

為替差損 20,726

その他 4,426

営業外費用合計 35,251

経常損失（△） △111,998

特別損失  

投資有価証券評価損 458

事務所移転費用 1,929

その他 36

特別損失合計 2,423

税引前四半期純損失（△） △114,421

法人税、住民税及び事業税 2,694

法人税等調整額 －

法人税等合計 2,694

四半期純損失（△） △117,116
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △114,421

減価償却費 11,472

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,578

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,530

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,972

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,076

受取利息及び受取配当金 △1,739

支払利息 7,729

為替差損益（△は益） 24,624

売上債権の増減額（△は増加） △1,371,389

たな卸資産の増減額（△は増加） 93,640

仕入債務の増減額（△は減少） 577,221

その他 △56,305

小計 △850,163

利息及び配当金の受取額 1,798

利息の支払額 △7,543

法人税等の支払額 △2,245

営業活動によるキャッシュ・フロー △858,153

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

投資有価証券の取得による支出 △21,004

関係会社株式の取得による支出 △50,000

貸付けによる支出 △40,000

その他 7,378

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,866

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） 156,593

長期借入金の返済による支出 △40,000

配当金の支払額 △22,910

財務活動によるキャッシュ・フロー 93,682

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △863,818

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 693,256

－8－

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



 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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