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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 
（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        ％
23年3月期第1四半期 24,136 64.2 559 111.7 522 113.1 307 70.3
22年3月期第1四半期 14,702 △40.3 264 △38.2 245 △29.5 180 △16.1

 

 
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
23年3月期第1四半期 35 49 －
22年3月期第1四半期 20 84 －

 
（２）連結財政状態 

 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
23年3月期第1四半期 38,462 22,504 58.5 2,596 70
22年3月期 38,324 22,326 58.3 2,576 16

(参考)自己資本 23年3月期第1四半期   22,504百万円 22年3月期       22,326百万円 
 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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   
22年3月期 -  - 15 00 -  - 15 00 30 00   
23年3月期 -  -    

23年3月期(予想)  15 00 -  - 15 00 30 00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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) 38,500 25.1 950 34.9 950 41.4 650 43.9 75 00

通  期 85,000 17.9 2,000 13.4 1,950 10.8 1,250 8.1 144 23

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 

 



 
４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。） 

 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規   社 (社名)  除外   社 (社名)  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：無 

（注）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の有無となります。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 9,086,755株 22年3月期 9,086,755株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 420,114株 22年3月期 420,074株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期1Ｑ 8,666,668株 22年3月期1Ｑ 8,666,701株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時
点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断
する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提
となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）2ページ「連結
業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

平成22年度第１四半期のわが国経済の状況は、株式市場の下落、長期金利の低下、為替市場での円高等に政治の混

乱が加わり、安定的成長の展望が描けない、デフレ感の払拭されない展開となりましたが、終盤に発表された日銀短

観により、企業は景気の先行きを楽観視している、との見方が示され、今後の進展に希望をもたせました。 

こうした状況下、当社グループは顧客の海外シフトを含めた海外商談増加による伸長、また新規顧客及びリソース

の開拓に取り組み業績の確保に努めましたが、当社を取り巻く種々環境の変化の影響により、売上高は241億36百万

円（前年同期比64.2％増）となりました。  

利益面では、売上総利益は前年同期比33.9%増加の14億51百万円、販売費及び一般管理費8億92百万円を差し引いた

営業利益は前年同期比111.7%増加の5億59百万円となりました。 

 営業外収益及び費用では仕入割引18百万円、為替差損67百万円等を計上した結果、経常利益では前年同期比113.1%

増の5億22百万円となっております。 

 特別利益及び損失では、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額等を特別損失として計上した結果、税金等調整

前四半期純利益は5億9百万円となり、税金費用を控除して当四半期の四半期純利益は前年同期比70.3%増加し3億

7百万円となっております。 

セグメントの業績は次のとおりです。 

① 日本 

携帯電話向け小型液晶の売上増加とアミューズメント向け電子部品モジュールの売上増加により売上高は 103

億31百万円、営業利益は4億55百万円となりました。 

② アジア 

液晶モジュール向けデバイスの売上伸長により売上高は138億5百万円、営業利益は86百万円となりました。 

(注)当第１四半期連結会計期間からセグメント別の業績を記載したため、各セグメントの対前年同期比の計数は記載

しておりません。 

 

また、各品目別の概況は次の通りであります。 

（液晶デバイス）   アミューズメント向け液晶デバイスが厳しい市況環境の変化により減少しましたが、携帯

電話向け小型液晶の販売増加により売上高は123億56百万円となりました(前年同期比

125.4％増)。 

（半導体・集積回路） アミューズメント用光半導体は液晶デバイス同様減少し、また携帯電話向けカメラモジュ

ールの減少により、売上高は24億48百万円となりました(前年同期比1.8％減)。 

（電子部品・その他） デジタルテレビ向けチューナーモジュールは低迷しましたが、アミューズメント向けモジ

ュール及び海外子会社における液晶モジュール向けデバイスの伸長により、売上高は91

億83百万円となりました(前年同期比39.6％増)。 

（生    産）     自社製品であるバックライトは、携帯電話向けの堅調な推移により、売上高は１億47百万

円となりました(前年同期比0.7％増)。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の連結総資産は、前連結会計年度末対比微増し384億62百万円（前連結会計年度末対比1億37百万円

の増加）となりました。 

資産の部では、流動資産が345億68百万円、固定資産38億93百万円であります。 

一方、負債の部では前連結会計年度末対比微減の159億57百万円(前連結会計年度末対比40百万円の減少)となりま

した。支払手形及び買掛金87億35百万円と短期借入金40億43百万円がその主なものとなっています。 

純資産の部では、純資産合計は225億4百万円、前連結会計年度末対比1億77百万円の増加となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の経営成績は、平成22年5月13日の決算短信にて公表した「平成23年3月期の連結業績予想」の

計画通りほぼ順調に進捗しています。従って、この業績予想値の変更はありません。 
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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を

適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ0百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益は14百万円

減少しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は22百万円であります。 

 
２．表示方法の変更 

(四半期連結損益計算書) 

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 
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３【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,176 8,749

受取手形及び売掛金 18,527 16,630

商品及び製品 6,696 8,651

仕掛品 4 5

原材料 26 25

その他 208 376

貸倒引当金 △71 △76

流動資産合計 34,568 34,362

固定資産   

有形固定資産 1,883 1,892

無形固定資産 10 11

投資その他の資産   

その他 2,376 2,431

貸倒引当金 △377 △374

投資その他の資産合計 1,999 2,057

固定資産合計 3,893 3,961

資産合計 38,462 38,324

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,735 9,238

短期借入金 4,043 3,390

1年内償還予定の社債 620 620

未払法人税等 274 333

賞与引当金 83 151

役員賞与引当金 9 22

その他 317 284

流動負債合計 14,084 14,041

固定負債   

社債 620 620

退職給付引当金 498 533

資産除去債務 5 －

負ののれん 421 437

その他 326 365

固定負債合計 1,873 1,956

負債合計 15,957 15,997

(株）エクセル（7591）　平成２３年３月期　第1四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,086 3,086

資本剰余金 3,126 3,126

利益剰余金 17,365 17,187

自己株式 △571 △571

株主資本合計 23,007 22,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 213 248

繰延ヘッジ損益 － 1

為替換算調整勘定 △716 △753

評価・換算差額等合計 △502 △502

純資産合計 22,504 22,326

負債純資産合計 38,462 38,324

(株）エクセル（7591）　平成２３年３月期　第1四半期決算短信
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 14,702 24,136

売上原価 13,617 22,684

売上総利益 1,084 1,451

販売費及び一般管理費 820 892

営業利益 264 559

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 6 8

仕入割引 20 18

負ののれん償却額 15 15

その他 2 8

営業外収益合計 46 51

営業外費用   

支払利息 24 14

為替差損 25 67

その他 15 5

営業外費用合計 65 88

経常利益 245 522

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9 4

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 9 4

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14

貸倒引当金繰入額 － 2

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 － 17

税金等調整前四半期純利益 254 509

法人税、住民税及び事業税 32 161

法人税等調整額 42 40

法人税等合計 74 202

少数株主損益調整前四半期純利益 － 307

四半期純利益 180 307
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（３）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（４）セグメント情報等 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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） 

電子部品販売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第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） 

 
日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 8,439 6,262 14,702 - 14,702

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,925 101 2,026 (  2,026) -

計 10,364 6,364 16,728 (  2,026) 14,702

営業利益 228 22 251 12 264

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・香港、台湾、シンガポール等 

 

【海外売上高】 

前第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） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,051 3 3,055 

Ⅱ 連結売上高（百万円） - - 14,702 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
20.8 0.0 20.8 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・香港、台湾、シンガポール等 

その他・・・オーストラリア等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

    当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、国内外で電子部品の販売をしております。したがって、当社は販売体制を基礎とした

地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「アジア」の２つを報告セグメントとしております。 
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

     当第1四半期連結累計期間（自平成22年4月1日 至平成22年6月30日） 

                                           （単位：百万円） 

 報告セグメント 

 
日本 アジア 計 

調整額 

(注)１ 

四半期連結損益

計算書計上額 

(注)２ 

売上高      

外部顧客への売上高 10,331 13,805 24,136 - 24,136

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
2,198 152 2,351 ( 2,351) -

計 12,529 13,957 26,487 ( 2,351) 24,136

セグメント利益 455 86 542 16 559

   （注）１ セグメント利益の調整額16百万円は、主にセグメント間取引の消去によるものであります。 

            ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

      

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

    該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

   当第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号平成21

年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年3月21日）を適用しております。  

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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