
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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代表者          （役職名）取締役社長 （氏名）葉田 順治 
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四半期決算補足説明資料作成の有無：有     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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  12,010  9.5  1,193  115.9  1,111  137.6  478  144.3

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

  
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  23  94  －      

22年３月期第１四半期  8  06  －      

  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  19,849  8,632  43.1  428  00

22年３月期  21,722  8,470  38.7  420  27

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 8,559百万円 22年３月期 8,404百万円

  
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  －        7 00 －      8 00  15  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  7 00 －      8 00  15  00

  （％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）  24,594  12.8  1,816  61.7  1,626  68.4  798  －  39  90

通期  53,000  9.4  4,400  9.9  4,000  11.4  1,980  169.3  99  01



４．その他（詳細は、添付資料３ページ「２．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              ：有 

（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） 

  
  

※  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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に

あたっての注意事項等につきましては、添付資料３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （３）

連結業績予想等に関する定性的情報」をご参照ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 20,498,699株 22年３月期 20,498,699株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 500,182株 22年３月期 500,000株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 19,998,616株 22年３月期１Ｑ 24,298,862株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢に厳しさが残り、欧州の信用不安の影響による景気

の下振れが懸念されるものの、国内の企業収益は改善の傾向を示し、個人消費も持ち直しの傾向となりました。 

 このような環境の中、当社グループは、需要の創造及び自力成長をテーマに、デジタルホーム（注１）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、積極的な需要の喚起を図るととも

に、LaCieブランドのストレージ製品の販売強化、営業活動の効率化を推進し、組織体制を見直すこと等により販

売チャネルの特性に合せた販売戦略の一層の強化を図りました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高12,010百万円（前年同期比9.5％増）、営業利益は

1,193百万円（前年同期比115.9％増）、経常利益は1,111百万円（前年同期比137.6％増）、四半期純利益は478百

万円（前年同期比144.3％増）となりました。 

   

 品目別の概況は、次のとおりであります。なお、当社グループはＰＣ及びデジタル機器関連製品の開発・製造・

販売の単一セグメントであるため、商品区分である品目別で概況を記載しております。 

（サプライ）（注２） 

 スマートフォン向け関連製品及び消耗品を中心としたＰＣサプライ製品の販売が順調に販売を伸ばし、サプライ

に係る当第１四半期連結累計期間の売上高は、3,945百万円（前年同期比5.9％増）となりました。 

（ストレージ・メモリ） 

 メモリ製品はメモリモジュールの需要減少の影響により漸減傾向となりましたが、国内におけるLaCieブランド

のストレージ製品が順調に販売を伸ばし、ストレージ・メモリに係る当第１四半期連結累計期間の売上高は、

1,634百万円（前年同期比2.0％増）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は堅調に推移しましたが、ＩＯデバイスに係る当第１四半期連結累計期間の売

上高は、1,728百万円（前年同期比1.0％減）となりました。 

（デジタルホーム） 

 地上デジタル放送対応テレビの普及に合せたＡＶ関連製品及びネットワーク製品の新製品の投入が順調に進み、

イヤホン等のポータブル・オーディオ向け製品も堅調に推移し、デジタルホームに係る当第１四半期連結累計期間

の売上高は、3,125百万円（前年同期比26.0％増）となりました。 

（その他） 

 法人需要が回復基調になったことから、その他パソコン関連製品の販売は堅調に推移し、その他に係る当第１四

半期連結累計期間の売上高は、1,576百万円（前年同期比11.8％増）となりました。 

  

  

（注）１．「デジタルホーム」関連製品は、前連結会計年度まで品目別の概況において「その他」に含めて区分し

ておりましたＡＶ関連製品及びネットワーク製品の総称であり、当第１四半期連結累計期間からその他

から区分して表示することといたしました。なお、前年同四半期比については、前第１四半期連結会計

期間を遡及修正した金額に基づき算出しています。 

２．「サプライ」製品は、前連結会計年度まで品目別の概況において「ＰＣサプライ・ファニチャー」と表

示しておりましたが、ＰＣファニチャーの売上高が大幅に減少したことにより業績への影響が軽微にな

ったこと、サプライ製品においてもパソコン以外のデジタルカメラや携帯電話の関連製品の売上高が増

加していることに鑑み、「サプライ」と表示することといたしました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

〔品目別連結売上高実績〕     （単位：百万円，％）

品目区分 
平成22年３月期 第１四半期 平成23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 

サプライ  3,724  34.0  3,945  32.9  5.9

ストレージ・メモリ  1,602  14.6  1,634  13.6  2.0

ＩＯデバイス  1,746  15.9  1,728  14.4  △1.0

デジタルホーム  2,480  22.6  3,125  26.0  26.0

その他  1,410  12.9  1,576  13.1  11.8

合   計  10,964  100.0  12,010  100.0  9.5
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,872百万円減少し、負債は2,035百万円の減少、純資産は

162百万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444百万円増加した一方で、現金及び預金が2,136百万円、受取手形

及び売掛金が693百万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、為替予約が379百万円増

加した一方で、支払手形及び買掛金が1,134百万円、未払法人税等が874百万円、短期借入金が619百万円それぞれ

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、繰延ヘッジ損益が284百万円減少した一方で、利益剰

余金が318百万円、為替換算調整勘定が126百万円それぞれ増加したことによるものです。 

 なお、当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1,248百万

円（前年同四半期は534百万円の使用）、投資活動の結果使用した資金は90百万円（前年同四半期は86百万円の使

用）、財務活動の結果使用した資金は758百万円（前年同四半期は368百万円の獲得）となり、当四半期末における

現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ2,136百万円減少し、3,950百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月14日付「平成22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。 

 なお、（１）連結経営成績に関する定性的情報に記載のとおり、品目別売上高について前連結会計年度まで「そ

の他」として表示しておりました品目のうち、ＡＶ関連製品及びネットワーク関連製品をその関連性から「デジタ

ルホーム」として区分して表示することといたしました。これに伴う当連結会計年度における品目別の売上高の業

績予想は次のとおりです。 

   

    

（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．資産除去債務に関する会計基準の適用 

  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。 

 この変更により、営業利益及び経常利益はそれぞれ１百万円、税金等調整前四半期純利益は50百万円減少し

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23百万円であります。  

２．表示方法の変更 

  前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「補償金収入」

は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。

なお、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「補償金収入」は０百万円でありま

す。   

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

〔品目別連結売上高計画〕     （単位：百万円，％）

品目区分 
平成22年３月期 実績 平成23年３月期 計画 前年同期 

増減率 金額 百分比 金額 百分比 

サプライ  16,692  34.5  16,609  31.3  △0.5

ストレージ・メモリ  6,503  13.4  7,162  13.5  10.1

ＩＯデバイス  7,211  14.9  7,231  13.7  0.3

デジタルホーム  11,711  24.2  15,385  29.0  31.4

その他  6,318  13.0  6,610  12.5  4.6

合   計  48,438  100.0  53,000  100.0  9.4

２．その他の情報
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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：千円）

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 3,950,107 6,086,793

受取手形及び売掛金 6,542,006 7,235,914

商品及び製品 5,546,722 5,102,171

仕掛品 17,831 364

原材料及び貯蔵品 279,320 241,300

その他 1,399,599 975,953

貸倒引当金 △64,394 △69,371

流動資産合計 17,671,193 19,573,126

固定資産   

有形固定資産 858,585 851,146

無形固定資産 479,956 430,295

投資その他の資産 839,489 867,600

固定資産合計 2,178,031 2,149,043

資産合計 19,849,224 21,722,169

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,178,040 7,312,540

短期借入金 706,141 1,325,707

未払法人税等 501,863 1,376,667

売上値引等引当金 494,357 362,362

その他の引当金 375,363 592,088

その他 2,194,624 1,559,817

流動負債合計 10,450,390 12,529,184

固定負債   

長期借入金 50,000 50,000

退職給付引当金 621,686 603,223

その他の引当金 71,149 69,756

その他 23,196 －

固定負債合計 766,032 722,980

負債合計 11,216,422 13,252,164
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（単位：千円）

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 707,747 707,747

資本剰余金 678,730 678,730

利益剰余金 7,544,193 7,225,392

自己株式 △244,257 △244,127

株主資本合計 8,686,413 8,367,742

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,021 18,753

繰延ヘッジ損益 △257,050 27,228

為替換算調整勘定 117,889 △8,793

評価・換算差額等合計 △127,139 37,188

新株予約権 73,528 65,074

純資産合計 8,632,802 8,470,005

負債純資産合計 19,849,224 21,722,169
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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 10,964,693 12,010,131

売上原価 7,161,349 7,660,043

売上総利益 3,803,344 4,350,088

返品調整引当金戻入額 4,000 46,000

差引売上総利益 3,807,344 4,396,088

販売費及び一般管理費 3,254,673 3,202,681

営業利益 552,670 1,193,406

営業外収益   

仕入割引 8,436 13,369

為替差益 9,848 －

補償金収入 － 11,914

その他 5,976 17,622

営業外収益合計 24,261 42,906

営業外費用   

支払利息 10,739 4,673

売上割引 89,293 110,089

為替差損 － 10,091

その他 9,148 251

営業外費用合計 109,181 125,106

経常利益 467,750 1,111,207

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 162 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 48,488

特別損失合計 162 48,488

税金等調整前四半期純利益 474,247 1,062,718

法人税、住民税及び事業税 287,701 570,053

法人税等調整額 △9,414 13,873

法人税等合計 278,287 583,927

四半期純利益 195,960 478,790
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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) 

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 474,247 1,062,718

減価償却費 91,822 91,206

のれん償却額 40,623 －

受取利息及び受取配当金 △998 △1,736

支払利息 10,739 4,673

売上債権の増減額（△は増加） 334,641 646,577

たな卸資産の増減額（△は増加） △299,046 △533,242

仕入債務の増減額（△は減少） △645,519 △1,103,158

引当金の増減額（△は減少） 93,356 △54,367

その他 27,988 72,496

小計 127,854 185,166

利息及び配当金の受取額 998 1,736

利息の支払額 △9,694 △4,897

法人税等の支払額 △654,059 △1,430,213

営業活動によるキャッシュ・フロー △534,901 △1,248,207

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 △57,140 △45,711

投資有価証券の取得による支出 △1,581 △1,964

無形固定資産の取得による支出 △22,798 △45,010

その他 △5,114 1,985

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,634 △90,700

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） 563,343 △597,909

自己株式の取得による支出 △26 △130

配当金の支払額 △194,391 △159,989

その他 △842 △485

財務活動によるキャッシュ・フロー 368,083 △758,515

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,384 △39,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △246,068 △2,136,685

現金及び現金同等物の期首残高 5,475,810 6,086,793

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,229,742 3,950,107
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 該当事項はありません。 

  

  

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） 

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・販売の単一セグメントであるため、  

記載を省略しております。  

（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。 

  

 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）セグメント情報

（６）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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