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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 120,470 5.7 2,594 605.9 2,644 ― 1,412 ―

22年3月期第2四半期 113,926 △19.3 367 △88.6 201 △94.1 △931 ―

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2四半期 51.18 ―

22年3月期第2四半期 △33.77 ―

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2四半期 111,629 48,398 41.8 1,692.26
22年3月期 113,962 48,553 41.1 1,697.27

（参考） 自己資本  23年3月期第2四半期  46,702百万円 22年3月期  46,841百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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 ― 15.00

23年3月期 
（予想）

― 15.00 30.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 230,000 △3.9 2,900 83.2 3,000 134.3 1,800 ― 65.22



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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 

（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きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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およ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。 
２．平成23年３月期の配当の状況につきましては、本日発表の「剰余金の配当および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 28,702,118株 22年3月期 28,702,118株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 1,104,194株 22年3月期 1,103,943株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 27,598,119株 22年3月期2Q 27,596,910株
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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 

当第２四半期連結会計期間における世界経済は、成長拡大にやや陰りが出てきた東アジアなどの新興諸

国や回復が期待されていた米国・欧州経済の状況に加え、通貨問題もあり回復基調から一転し、不透明な

状況にて推移いたしました。 

この様な環境の中でわが国経済は、期初におきましては輸出や景気刺激策に支えられ、回復の兆しが見

えはじめておりましたが、後半期に入りますと急激な円高・株安・改善しない雇用問題などから不透明と

いうより後退気味で推移いたしました。 

当社が属するエレクトロニクス業界におきましては、好調な新興国向け需要や政府の景気対策に支えら

れ、薄型テレビやブルーレイレコーダー、パーソナルコンピュータやネットブック、新しい機能を搭載し

たスマートフォン等のデジタル製品やエコカー補助金終了前の自動車の駆け込み需要などから消費が拡大

し、それらに搭載される半導体や電子部品等の需要も堅調に推移しましたが、急激な円高から受注に影響

が出はじめてまいりました。 

かかる環境の中で当社グループは、関係会社との連携を一層強め効果的な営業に努める一方、新規商材

としてＬＥＤ照明や太陽光発電パネルなどの環境関連製品の拡販活動にも努めてまいりました結果、第２

四半期連結累計期間における売上高は120,470百万円（前年同四半期比5.7％増）、営業利益は2,594百万円

（前年同四半期比605.9％増）、経常利益は2,644百万円（前年同四半期比2,442百万円増）、四半期純利益

は1,412百万円（前年同四半期は四半期純損失931百万円）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①電子部品事業（半導体・一般電子部品・ＥＭＳ（注）などの開発・製造・販売など） 

電子部品事業は、緩やかな景気回復基調のもと、薄型テレビなどのデジタル家電や携帯電話、パーソ

ナルコンピュータ向けなどの半導体や電子部品の売上高が順調に推移しました。また、環境関連製品向

けには、ＬＥＤ照明用電子部品などの売上高も伸ばすことができました。加えて、アミューズメント機

器向けや海外における事務機器向けや空調機器向けＥＭＳビジネスにおいても受注が回復した結果、売

上高は88,528百万円、セグメント利益は2,042百万円となりました。 

（注）Electronics Manufacturing Service の略語。製品の開発・生産を受託するサービス 

②情報機器事業（パーソナルコンピュータ、ＰＣ周辺機器、写真・映像関連商品およびオリジナルブラ

ンド商品などの販売など） 

情報機器事業は、家電量販店や専門店向け大手パソコンメーカー製品の商流変更に伴い売上高は減少

いたしましたが、モバイル用コンテンツＳＤカードなど新商材の開発や既存商材の拡販に努力してまい

りました結果、売上高は24,384百万円、セグメント利益は139百万円となりました。 

③ソフトウェア事業（CG映像制作、アミューズメント関連商品の企画・開発など） 

ソフトウェア事業は、アミューズメント機器用画像処理半導体などの新商材の開発や、アニメ用ソフ

トウエア開発が順調に納品され、加えて第１四半期連結会計期間より当社グループ会社に入りましたパ

ーソナルコンピュータ向けゲームソフト開発会社「株式会社サイバーフロント」の売上高が寄与いたし

ました。その結果、売上高は2,715百万円、セグメント利益は298百万円となりました。 

④その他（エレクトロニクス機器の修理・サポートやスポーツ用品の販売等） 

ゴルフ用品販売事業におきましては、店舗の見直し再編に加え、新商材であるシュミレーションゴル

フ機器、スピード測定機器等の販売が堅調に推移しました。また、教育市場向け電子機器の販売やノベ

ルティグッズの企画・制作等の事業も着実に伸長しました。その結果、売上高は4,841百万円、セグメン

ト利益は209百万円となりました。 

 

※当社は、セグメント初年度のため前年同四半期比較は記載しておりません。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は111,629百万円（前連結会計年度比2,332百万円の減少）

となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少などによるものであります。 

なお、純資産は48,398百万円（前連結会計年度比155百万円の減少）となり自己資本比率は41.8％（前連

結会計年度比0.7%改善）となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、11,449百万円（前年同四半期比42百万円

の減少）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,591百万円の収入となりました。これは主に売上債権の減少な

どによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,563百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取

得による支出などによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、3,024百万円の支出となりました。これは主に短期借入金の減少

などによるものであります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

①平成23年３月期通期の連結業績予想の修正（平成22年４月1日～平成23年３月31日） 

 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

前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 225,000 1,700 2,100 1,300 47.10

今 回 発 表 予 想 （ Ｂ ） 230,000 2,900 3,000  1,800 65.22

増 減 額     ( B ) － ( A ) 5,000 1,200 900 500 －

増 減 率 （ ％ ） 2.2 70.6 42.9 38.5 －

(ご参考)前期実績 

(平成22年３月期) 
239,391 1,582 1,280 △318 △11.55

②修正の理由 
今後の経営環境につきましては、輸出の減速傾向に加えて、エコカー購入補助金制度終了、海外景気減

速、円高進行による企業収益への悪化の影響などにより予断を許さない状況が続くものと思われます。 

先行き不透明な環境の中で、当社グループは、国内・外の関係会社間とのより一層の連携によるシナジ

ー効果の発揮に努め、新規商材や商権獲得により取扱高の拡大をはかりながら、効率化経営を推進するこ

とにより、上記の通り修正いたします。 

 
２．その他の情報 

(1) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

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及び経常利益はそれぞれ22百万円、税金等調整前四半期純利益は60百万円減少して

おります。 
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３．四半期連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,659 11,917

受取手形及び売掛金 56,303 59,214

有価証券 67 69

商品及び製品 14,624 14,483

仕掛品 753 647

原材料及び貯蔵品 3,442 3,011

繰延税金資産 879 866

その他 5,726 6,813

貸倒引当金 △185 △184

流動資産合計 93,270 96,838

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,584 2,584

機械装置及び運搬具（純額） 1,427 1,489

工具、器具及び備品（純額） 1,104 944

土地 1,296 1,297

建設仮勘定 471 119

有形固定資産合計 6,885 6,434

無形固定資産   

のれん 407 484

ソフトウエア 857 686

その他 1,057 731

無形固定資産合計 2,323 1,901

投資その他の資産   

投資有価証券 4,172 4,607

繰延税金資産 273 249

その他 6,365 5,490

貸倒引当金 △1,661 △1,559

投資その他の資産合計 9,149 8,786

固定資産合計 18,358 17,123

資産合計 111,629 113,962
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 42,982 43,535

短期借入金 7,035 8,935

未払法人税等 1,082 1,049

役員賞与引当金 140 20

その他 5,603 5,237

流動負債合計 56,844 58,779

固定負債   

長期借入金 2,120 2,500

退職給付引当金 1,469 1,432

役員退職慰労引当金 1,236 1,222

資産除去債務 225 －

その他 1,335 1,474

固定負債合計 6,386 6,629

負債合計 63,231 65,408

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,133 12,133

資本剰余金 13,912 13,912

利益剰余金 25,010 24,012

自己株式 △1,332 △1,332

株主資本合計 49,724 48,726

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △399 △195

繰延ヘッジ損益 △21 8

為替換算調整勘定 △2,599 △1,697

評価・換算差額等合計 △3,021 △1,884

新株予約権 1 －

少数株主持分 1,693 1,711

純資産合計 48,398 48,553

負債純資産合計 111,629 113,962
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 113,926 120,470

売上原価 100,265 104,410

売上総利益 13,661 16,060

販売費及び一般管理費 13,293 13,465

営業利益 367 2,594

営業外収益   

受取利息 33 31

受取配当金 41 35

受取手数料 － 113

その他 288 208

営業外収益合計 363 388

営業外費用   

支払利息 67 50

為替差損 324 219

その他 136 69

営業外費用合計 529 338

経常利益 201 2,644

特別利益   

投資有価証券売却益 51 －

受取補償金 40 140

子会社清算に伴う為替換算調整勘定整理益 － 101

その他 16 1

特別利益合計 107 243

特別損失   

固定資産除却損 4 10

投資有価証券評価損 182 164

減損損失 106 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38

その他 8 53

特別損失合計 301 266

税金等調整前四半期純利益 8 2,621

法人税、住民税及び事業税 620 1,084

法人税等調整額 370 104

法人税等合計 990 1,188

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,432

少数株主利益又は少数株主損失（△） △50 20

四半期純利益又は四半期純損失（△） △931 1,412
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 59,864 60,778

売上原価 52,650 52,510

売上総利益 7,213 8,267

販売費及び一般管理費 6,593 6,589

営業利益 620 1,678

営業外収益   

受取利息 18 16

受取配当金 9 4

受取手数料 － 62

その他 191 108

営業外収益合計 219 192

営業外費用   

支払利息 34 24

為替差損 249 163

その他 73 30

営業外費用合計 357 219

経常利益 483 1,650

特別利益   

固定資産売却益 15 0

その他 △21 △7

特別利益合計 △6 △7

特別損失   

固定資産除却損 3 0

投資有価証券評価損 94 73

減損損失 106 －

店舗閉鎖損失 － 23

その他 6 8

特別損失合計 211 105

税金等調整前四半期純利益 265 1,537

法人税、住民税及び事業税 356 697

法人税等調整額 208 △23

法人税等合計 565 674

少数株主損益調整前四半期純利益 － 863

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8 3

四半期純利益又は四半期純損失（△） △291 859
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 8 2,621

減価償却費 965 1,110

のれん償却額 119 114

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 181

受取利息及び受取配当金 △74 △67

支払利息 67 50

投資有価証券評価損益（△は益） 182 164

売上債権の増減額（△は増加） 7,317 2,263

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,679 △852

未収入金の増減額（△は増加） 1,566 198

仕入債務の増減額（△は減少） △6,933 △75

その他 169 △47

小計 5,068 5,663

前渡金の増減額（△は増加） △197 101

利息及び配当金の受取額 76 77

利息の支払額 △69 △57

法人税等の支払額 △919 △1,015

その他 △22 △178

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,936 4,591

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 △1,735 △899

有形固定資産の売却による収入 56 6

無形固定資産の取得による支出 △252 △523

投資有価証券の取得による支出 △441 △190

投資有価証券の売却による収入 205 96

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

164 64

短期貸付けによる支出 △388 △90

短期貸付金の回収による収入 239 113

差入保証金の差入による支出 △483 △6

差入保証金の回収による収入 692 42

その他の支出 △212 △207

その他の収入 62 31

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,093 △1,563

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） △1,205 △1,891

配当金の支払額 △414 △413

その他 △35 △718

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,655 △3,024

現金及び現金同等物に係る換算差額 △64 △351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 122 △348

現金及び現金同等物の期首残高 11,368 11,797

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,491 11,449
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）並びに前第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） 

当社グループは各種電子関連商品・製品の製造販売を主事業としておりますので、該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

東アジア

(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 48,529 32 578 10,723 59,864 － 59,864

(2)セグメント間の内部売上高 3,878 41 8 2,016 5,944 △5,944 －

計 52,408 73 586 12,739 65,808 △5,944 59,864

営業利益（又は営業損失△） 431 △35 △51 186 531 89 620

 

前第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） 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

東アジア

(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 93,542 129 1,202 19,051 113,926 － 113,926

(2)セグメント間の内部売上高 6,370 101 9 3,739 10,221 △10,221 －

計 99,913 231 1,212 22,791 124,148 △10,221 113,926

営業利益（又は営業損失△） 128 △56 △91 223 203 164 367

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米………米国 

(2) 欧州………イギリス、チェコ、ロシア 

(3) 東アジア…香港、シンガポール、台湾、韓国、中国、マレーシア、タイ 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 北米 欧州 東アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 610 663 13,955 15,229

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 59,864

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 1.0 1.1 23.3 25.4

前第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） 

 北米 欧州 東アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,231 1,370 26,174 28,775

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 113,926

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 1.1 1.2 23.0 25.3

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各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。 

(1) 北米………米国 

(2) 欧州………イギリス、チェコ、ロシア 

(3) 東アジア…香港、シンガポール、台湾、韓国、中国、マレーシア、タイ 

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。 
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【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、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。 

当社は、関係会社を製品・サービス別に分類し、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社及び関係会社は製品・サービス別のセグメントから構成されており、「電子部品事業」、「情

報機器事業」、および「ソフトウェア事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「電子部品事業」におきましては、半導体・一般電子部品・ＥＭＳなど開発・製造・販売などを行っておりま

す。「情報機器事業」におきましては、パーソナルコンピュータ、ＰＣ周辺機器、写真・映像関連商品およびオリ

ジナルブランド商品などの販売などを行っております。「ソフトウェア事業」におきましては、CG映像制作、アミ

ューズメント関連商品の企画・開発などを行っております。 

 

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２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 電子部品事

業 

情報機器事

業 

ソフトウェ

ア事業 
計 

その他 

(注) １．
合計 

調整額 

(注) ２． 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注) ３．

売上高     

  外部顧客への売

上高 
88,528 24,384 2,715 115,629 4,841 120,470 － 120,470

  セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

697 384 1,217 2,299 1,833 4,133 △4,133 －

計 89,226 24,769 3,933 117,929 6,675 124,604 △4,133 120,470

セグメント利益 2,042 139 298 2,480 209 2,689 △95 2,594

 

 

 

当第２四半期連結会計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 電子部品事

業 

情報機器事

業 

ソフトウェ

ア事業 
計 

その他 

(注) １．
合計 

調整額 

(注) ２． 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注) ３．

売上高     

  外部顧客への売

上高 
43,717 12,667 2,146 58,531 2,246 60,778 － 60,778

  セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

375 224 955 1,555 1,008 2,563 △2,563 －

計 44,092 12,892 3,101 60,086 3,255 63,341 △2,563 60,778

セグメント利益 994 130 528 1,653 65 1,718 △40 1,678
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(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スポーツ事業等を含んでお

ります。 

２．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 当第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結会計期間 

セグメント間取引消去 6 9 

のれんの償却額 △101 △50 

合計 △95 △40 

３．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。 

 

（追加情報） 

 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。 

 

(6) 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。 

 

 

加賀電子株式会社　（8154）平成23年３月期　第２四半期決算短信

－11－


