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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 41,241 6.2 1,409 442.0 1,539 179.6 870 143.2
22年3月期第2四半期 38,850 △16.1 260 101.4 550 99.9 357 ―

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 1,780.38 1,758.31
22年3月期第2四半期 735.36 726.00

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 35,865 14,582 39.7 29,088.93
22年3月期 37,113 14,315 37.7 28,718.11

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  14,238百万円 22年3月期  13,986百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― 0.00 ― 140.00 140.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 266.00 266.00

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  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 86,240 3.3 2,160 55.0 2,290 35.0 1,300 104.9 2,655.91

mi-ito
テキストボックス
髙島　勇二



(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  有  
（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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続き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、
実際の業績等はさまざまな要因により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については、四
半期決算短信（添付資料）３頁「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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 495,486株 22年3月期  493,036株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  6,013株 22年3月期  6,013株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 488,960株 22年3月期2Q 486,703株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内閣府発表の月例経済報告によれば、輸出型企業の収益改善

が進んだこと等により景気は引き続き持ち直してきており、自律的な回復へ向かうことが期待される一方、失業率

が依然として高水準にあるなど厳しい環境で推移しました。また、当社グループが事業展開している欧州経済も、

ユーロ圏の失業率が高止まりしているなど同様に厳しい環境で推移しました。 

当社グループの属するパソコン業界におきましては、堅調な法人の買い替え需要や新興国の需要に支えられ、世

界市場での総出荷台数は前年同四半期比で増加しました。また、社団法人電子情報技術産業協会の発表によれば、

国内のパソコンの出荷台数は前年同四半期比22.9％増、出荷金額は同16.7％増となり、平均販売価格は引き続き低

下傾向にあるものの、法人の買い替え需要が堅調に推移しており、市場規模は前年同四半期比で増加しました。 

このような状況の中で、当社グループは、「マウスコンピューター」「パソコン工房」をメインブランドとする

BTO（受注生産）・完成品パソコンの製造・販売と、CPU（中央演算処理装置）・マザーボードをはじめとするパソ

コン基幹パーツの卸売・小売を中心に、引き続きマーケットのニーズを的確に汲み取りながら、適切な収益の確保

を念頭に置いて事業を展開してまいりました。 

これらの結果、当社グループの主要顧客層である個人ユーザーのパソコン及び基幹パーツの需要回復を受け、当

第２四半期連結累計期間の売上高は41,241百万円（前年同四半期比6.2％増）となりました。利益面におきまして

は、引き続きコスト低減に努めたほか、円高ドル安の進行も寄与した結果、営業利益は1,409百万円（前年同四半

期比442.0％増）、経常利益は1,539百万円（同179.6％増）、四半期純利益は870百万円（同143.2％増）となりま

した。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

(1) パソコン関連事業 

「マウスコンピューター」ブランドによるパソコン、「iiyama」ブランドによる液晶ディスプレイ、及び

「iriver」ブランドによるデジタルオーディオプレーヤーの国内製造・販売部門においては、法人向けの販売が

前年同四半期実績を上回ったことに加え、個人ユーザーのパソコン需要回復を受け、売上高・営業利益ともに前

年同四半期比で増加しました。 

「iiyama」ブランドによる液晶ディスプレイの欧州販売部門においては、引き続き新モデル等の販売が好調に

推移し、出荷台数が前年同四半期実績を大幅に上回ったこと等により、売上高・営業利益ともに前年同四半期比

で増加しました。 

「パソコン工房」「Faith」「TWOTOP」ブランドで全国に店舗展開する小売部門においては、自作パソコン市

場向けパーツ販売における価格競争の激化等により、売上高は前年同四半期比で減少しましたが、粗利率の改善

と販管費の抑制により、営業利益は前年同四半期比で増加しました。 

CPU・マザーボード・グラフィックボード・ハードディスク等パソコン基幹パーツ及びパソコン周辺機器の代

理店販売・卸売部門においては、自作パソコン市場向けパーツの需要回復を受け、売上高・営業利益ともに前年

同四半期比で増加しました。 

これらの結果、当事業における売上高は40,289百万円（前年同四半期比6.2％増）、営業利益は1,277百万円

（同811.2％増）となりました。 

  

(2) メディア事業 

メディア事業部門においては、出版市場が引き続き縮小傾向にある中、コンピューター関連書籍を主力としな

がら、ビジネス書や理工書等の売上拡大にも努め、売上高は前年同四半期比で増加しましたが、新刊書籍の制作

に係わる費用等の増加により、営業利益は前年同四半期比で減少しました。 

この結果、当事業における売上高は952百万円（前年同四半期比6.0％増）、営業利益は87百万円（同10.3％

減）となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は35,865百万円となり、前連結会計年度末と比べて1,247百万円

の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金等が減少したことに加え、投資有価証券評価損を計上し

たことにより、投資その他の資産が減少したこと等によるものであります。 

負債合計は21,283百万円となり、前連結会計年度末と比べて1,514百万円の減少となりました。これは、借入

金が843百万円純減したほか、主に営業債務の減少によるものであります。 

純資産合計は14,582百万円となり、前連結会計年度末と比べて267百万円の増加となりました。これは主に、

四半期純利益870百万円があったものの、剰余金の配当を68百万円実施したほか、評価・換算差額等が566百万円

減少したことによるものであります。 

  

(2) 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（以下「資金」という。）の残高は11,790百万円と

なり、前連結会計年度末に比べて26百万円増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は1,706百万円（前年同四半期比54.9％増）

となりました。これは主に、たな卸資産の増加額653百万円及び法人税等の支払額201百万円の減少要因に対し、

税金等調整前四半期純利益1,453百万円、売上債権の減少額838百万円、法人税等の還付額472百万円等の増加要

因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） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は16百万円（前年同四半期は504百万円の獲

得）となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入136百万円、差入保証金の回収による収入46百万

円等に対し、有形固定資産の取得による支出87百万円、無形固定資産の取得による支出106百万円等によるもの

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金1,152百万円（前年同四半期比37.9%減）とな

りました。これは主に、長期借入れによる収入600百万円に対し、短期借入金の純減額200百万円、長期借入金の

返済による支出1,243百万円、社債の償還による支出249百万円等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 

通期の連結業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表しました予想数値を修正しておりますので、平成

22年10月29日付け「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

当社グループは、主力事業であるパソコン関連事業において、パソコン及び基幹パーツの買い替え需要をより一

層積極的に喚起し且つこれを獲得することにより、売上高の増加に努め、連結業績予想の達成に向けて経営努力を

重ねてまいります。 

  



（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 

簡便な会計処理 

１．たな卸資産の評価方法 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。  

  

２．繰延税金資産又は繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降の経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

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、当第２四半期連結累計期間において営業利益及び経常利益はそれぞれ8,727千円、税金等調整前四

半期純利益は87,677千円減少しております。  

  

２．その他の情報



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 11,836,936 11,941,218

受取手形及び売掛金 7,619,706 8,611,592

営業投資有価証券 9,586 9,586

商品及び製品 7,307,242 7,579,222

仕掛品 134,908 92,947

原材料及び貯蔵品 1,624,547 1,049,525

その他 1,756,206 1,936,235

貸倒引当金 △92,806 △98,931

流動資産合計 30,196,328 31,121,397

固定資産   

有形固定資産 2,309,637 2,338,369

無形固定資産   

のれん 1,297,049 1,340,289

その他 520,956 450,648

無形固定資産合計 1,818,006 1,790,937

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,750,652 2,082,590

貸倒引当金 △208,724 △219,922

投資その他の資産合計 1,541,928 1,862,668

固定資産合計 5,669,572 5,991,975

資産合計 35,865,900 37,113,373

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,478,111 5,571,829

短期借入金 9,926,048 9,429,688

未払法人税等 432,373 318,035

引当金 817,236 782,614

その他 1,607,198 2,362,569

流動負債合計 18,260,967 18,464,737

固定負債   

長期借入金 2,058,727 3,398,482

退職給付引当金 460,880 430,046

その他の引当金 112,880 106,790

その他 389,836 397,715

固定負債合計 3,022,325 4,333,034

負債合計 21,283,293 22,797,771



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,785,401 3,777,208

資本剰余金 8,271,805 8,263,612

利益剰余金 3,349,247 2,546,893

自己株式 △359,209 △359,209

株主資本合計 15,047,244 14,228,505

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,173 △5,108

繰延ヘッジ損益 △128 485

為替換算調整勘定 △793,697 △237,504

評価・換算差額等合計 △809,000 △242,126

新株予約権 2,628 2,967

少数株主持分 341,733 326,256

純資産合計 14,582,607 14,315,601

負債純資産合計 35,865,900 37,113,373



（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 38,850,749 41,241,859

売上原価 32,281,568 33,774,758

売上総利益 6,569,181 7,467,101

販売費及び一般管理費 6,309,042 6,057,274

営業利益 260,138 1,409,826

営業外収益   

受取利息 31,089 30,069

負ののれん償却額 9,209 9,209

為替差益 246,101 38,525

受取手数料 － 55,401

その他 118,593 91,701

営業外収益合計 404,994 224,907

営業外費用   

支払利息 80,466 58,797

その他 34,219 36,708

営業外費用合計 114,686 95,505

経常利益 550,446 1,539,228

特別利益   

固定資産売却益 － 633

貸倒引当金戻入額 31,216 6,574

投資有価証券売却益 10,500 10,500

子会社株式売却益 15,796 －

償却債権取立益 16,058 －

過年度関税戻入益 － 204,030

その他 1,793 350

特別利益合計 75,364 222,088

特別損失   

固定資産売却損 9 －

減損損失 21,518 7,575

投資有価証券評価損 － 100,821

和解金 118,764 －

事業所移転費用引当金繰入額 31,097 －

製品補償損失引当金繰入額 － 66,310

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 78,950

その他 26,493 54,575

特別損失合計 197,882 308,233

税金等調整前四半期純利益 427,928 1,453,083

法人税、住民税及び事業税 167,858 340,597

法人税等調整額 △125,754 226,340

法人税等合計 42,104 566,938

少数株主損益調整前四半期純利益 － 886,144

少数株主利益 27,921 15,608

四半期純利益 357,902 870,536



（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 427,928 1,453,083

減価償却費 157,106 174,780

減損損失 21,518 7,575

のれん償却額 54,099 52,449

負ののれん償却額 △9,209 △9,209

受取利息及び受取配当金 △31,089 △30,069

支払利息 80,466 58,797

為替差損益（△は益） － 97,886

投資有価証券売却損益（△は益） △10,500 △10,500

投資有価証券評価損益（△は益） － 100,821

有形固定資産売却損益（△は益） － △633

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 78,950

売上債権の増減額（△は増加） 2,117,088 838,359

たな卸資産の増減額（△は増加） 605,686 △653,875

仕入債務の増減額（△は減少） △1,047,548 135,764

その他 △863,341 △833,571

小計 1,502,204 1,460,608

利息及び配当金の受取額 31,065 30,146

利息の支払額 △72,047 △56,461

法人税等の支払額 △459,220 △201,012

法人税等の還付額 99,802 472,862

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,101,804 1,706,144

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △7,803 △4,810

定期預金の払戻による収入 483,000 136,000

有形固定資産の取得による支出 △64,889 △87,218

有形固定資産の売却による収入 1,032 664

無形固定資産の取得による支出 △52,663 △106,221

差入保証金の差入による支出 △157,466 △21,128

差入保証金の回収による収入 98,182 46,564

投資有価証券の売却による収入 10,500 10,500

子会社株式の取得による支出 △15,536 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

189,139 －

その他 20,816 9,235

投資活動によるキャッシュ・フロー 504,312 △16,413



（単位：千円）

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) 

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） △3,014,226 △200,000

長期借入れによる収入 2,200,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △990,298 △1,243,394

社債の償還による支出 △50,100 △249,500

新株予約権の発行による収入 3,056 －

新株予約権の行使による株式の発行による収入 4,257 16,047

配当金の支払額 △107 △66,485

その他 △9,161 △9,635

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,856,579 △1,152,967

現金及び現金同等物に係る換算差額 125,749 △509,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △124,713 26,907

現金及び現金同等物の期首残高 11,630,077 11,763,933

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,505,364 11,790,840



該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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）  

〔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。 

当社グループは、当社、パソコン及びパソコンパーツ・周辺機器の製造販売を主要な事業内容とする連結子会

社、並びにパソコン関連専門書等の出版を主要な事業内容とする連結子会社により構成され、パソコン市場に立脚

した事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、連結子会社を基礎とした事業内容別のセグメントから構成されており、「パソコ

ン関連事業」及び「メディア事業」の２つを報告セグメントとしております。 

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：千円) 

（注）１．セグメント利益の調整額44,974千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△227,402千円、セ

グメント間取引消去272,352千円、その他の調整額24千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であります。  

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。  

（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。  

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

  

パソコン 

関連事業 

（千円）  

メディア 

事業 

（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 
37,951,971 898,778 38,850,749 － 38,850,749

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,485 － 1,485   △1,485  －

計  37,953,457  898,778 38,852,235  △1,485 38,850,749

営業利益  140,203  97,293  237,496   22,641 260,138

  

  

 報告セグメント  
調整額 

(注)１ 

四半期連結 

損益計算書計上額

(注)２ 

パソコン 

関連事業 

メディア 

事業 
計 

売上高           

外部顧客に対する売上高  40,288,940 952,919 41,241,859 － 41,241,859

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
596 － 596   △596  －

計  40,289,537  952,919 41,242,456  △596 41,241,859

セグメント利益  1,277,588  87,263  1,364,852   44,974 1,409,826

（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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