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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 23,371 7.2 2,017 79.6 1,858 92.5 836 ―

22年3月期第2四半期 21,807 △10.4 1,123 △38.0 965 △36.6 △847 ―

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 41.80 ―

22年3月期第2四半期 △34.88 ―

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 18,639 8,517 45.3 422.09
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2四半期  8,441百万円 22年3月期  8,404百万円

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00

23年3月期 ― 10.00

23年3月期 
（予想）

― 8.00 18.00

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 53,000 9.4 4,400 9.9 4,000 11.4 1,980 169.3 99.01



(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）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

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。）

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 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2Q  500,281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2Q 19,998,552株 22年3月期2Q  24,298,856株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日～平成22年９月30日）におけるわが国経済は、雇用情勢は依然と

して厳しい状況が続き、また急激な円高進行を受け企業業績の悪化が懸念されるなど、景気回復のペースは鈍化

し、先行き不透明な状況で推移しました。 

 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、サプライ（注２）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２四半期連結累計期間の業績は、売上高23,371百万円（前年同期比7.2％増）、営業利益は

2,017百万円（前年同期比79.6％増）、経常利益は1,858百万円（前年同期比92.5％増）、四半期純利益は836百万

円（前年同期は847百万円の四半期純損失）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） 

 スマートフォン向け関連製品が順調に販売を伸ばし、その他のサプライ製品の販売が堅調に推移したことから、

サプライに係る当第２四半期連結累計期間の売上高は、7,766百万円（前年同期比2.8％増）となりました。 

（ストレージ・メモリ） 

 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、またUSBメモリ製品が堅調に推移したこと

から、ストレージ・メモリに係る当第２四半期連結累計期間の売上高は、3,293百万円（前年同期比10.5％増）と

なりました。 

（ＩＯデバイス） 

 マウス等の製品分野において、競合他社との販売競争が激化する中、一部販売価格を引き下げるなどの措置を講

じ、販売シェアの拡大に努めたことにより、売上高は前年同期比減少したものの、販売シェアは拡大することがで

きました。この結果、ＩＯデバイスに係る当第２四半期連結累計期間の売上高は、3,250百万円（前年同期比6.4％

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２四半期連結累計期間

の売上高は、6,036百万円（前年同期比21.6％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等から、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２

四半期連結累計期間の売上高は、3,023百万円（前年同期比6.7％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、当連結会計年度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、前年同期比については、前連結会計年度における同四半期連結

累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２四半期 平成23年３月期 第２四半期 前年同期 

増減率 金額 百分比 金額 百分比 

サプライ  7,554  34.6  7,766  33.2  2.8

ストレージ・メモリ  2,979  13.7  3,293  14.1  10.5

ＩＯデバイス  3,472  15.9  3,250  13.9  △6.4

デジタルホーム  4,966  22.8  6,036  25.8  21.6

その他  2,834  13.0  3,023  13.0  6.7

合   計  21,807  100.0  23,371  100.0  7.2
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ3,082百万円減少し、負債は3,130百万円の減少、純資産は47

百万円の増加となりました。 

 総資産の主たる減少要因は、繰延税金資産が445百万円、関係会社社債及び関係会社株式の取得等により投資そ

の他の資産が326百万円増加した一方で、現金及び預金が1,785百万円、受取手形及び売掛金が1,459百万円、商品

及び製品が928百万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、円高の影響により為替予

約が866百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が2,498百万円、短期借入金が825百万円、未払法人税等が574

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658百万円減少した

一方で、利益剰余金が676百万円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、営業活動の結果獲得した資金は65百万円

（前年同四半期は51百万円の使用）、投資活動の結果使用した資金は825百万円（前年同四半期は229百万円の使

用）、財務活動の結果使用した資金は943百万円（前年同四半期は104百万円の獲得）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1,785百万円減少し、4,301百万円となりました。 

   

（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。 

    

（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 

  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３百万円、税金等調整前四半期純利益は51百万円減少し

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。 

 （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。 

   

２．その他の情報

  ２．「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

  なお、これにより四半期連結財務諸表に与える影響はございません。 

  ３．企業結合に関する会計基準等の適用 

    第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26 

日）、「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）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 
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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：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 4,301,722 6,086,793

受取手形及び売掛金 5,776,494 7,235,914

商品及び製品 4,173,563 5,102,171

仕掛品 60,343 364

原材料及び貯蔵品 228,304 241,300

その他 1,468,395 975,953

貸倒引当金 △60,993 △69,371

流動資産合計 15,947,830 19,573,126

固定資産   

有形固定資産 926,701 851,146

無形固定資産 570,318 430,295

投資その他の資産 1,194,470 867,600

固定資産合計 2,691,489 2,149,043

資産合計 18,639,320 21,722,169

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,813,574 7,312,540

短期借入金 500,000 1,325,707

未払法人税等 802,037 1,376,667

売上値引等引当金 166,270 362,362

賞与引当金 258,048 311,163

その他の引当金 206,741 280,924

その他 2,598,351 1,559,817

流動負債合計 9,345,023 12,529,184

固定負債   

長期借入金 50,000 50,000

退職給付引当金 630,245 603,223

その他の引当金 72,791 69,756

その他 23,341 －

固定負債合計 776,378 722,980

負債合計 10,121,402 13,252,164
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（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 707,747 707,747

資本剰余金 678,730 678,730

利益剰余金 7,901,405 7,225,392

自己株式 △244,330 △244,127

株主資本合計 9,043,552 8,367,742

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,783 18,753

繰延ヘッジ損益 △631,117 27,228

為替換算調整勘定 21,974 △8,793

評価・換算差額等合計 △602,359 37,188

新株予約権 76,725 65,074

純資産合計 8,517,917 8,470,005

負債純資産合計 18,639,320 21,722,169
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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：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 21,807,097 23,371,081

売上原価 14,357,200 15,207,815

売上総利益 7,449,897 8,163,265

返品調整引当金繰入額 7,000 －

返品調整引当金戻入額 － 52,000

差引売上総利益 7,442,897 8,215,265

販売費及び一般管理費 6,319,656 6,197,427

営業利益 1,123,241 2,017,838

営業外収益   

仕入割引 17,822 19,803

為替差益 22,111 －

その他 10,421 46,102

営業外収益合計 50,355 65,905

営業外費用   

支払利息 20,314 8,270

売上割引 177,213 206,943

為替差損 － 8,709

その他 10,478 1,061

営業外費用合計 208,006 224,985

経常利益 965,590 1,858,758

特別利益   

固定資産売却益 759 －

退職給付引当金戻入額 1,059 －

償却債権取立益 － 491

その他 3 －

特別利益合計 1,823 491

特別損失   

のれん減損損失 1,218,693 －

固定資産売却損 － 328

固定資産除却損 3,455 8,284

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 1,222,148 57,102

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△254,734 1,802,148

法人税、住民税及び事業税 511,242 864,819

法人税等調整額 81,662 101,325

法人税等合計 592,904 966,145

四半期純利益又は四半期純損失（△） △847,639 836,003
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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 10,842,404 11,360,949

売上原価 7,195,851 7,547,772

売上総利益 3,646,553 3,813,177

返品調整引当金繰入額 11,000 －

返品調整引当金戻入額 － 6,000

差引売上総利益 3,635,553 3,819,177

販売費及び一般管理費 3,064,982 2,994,745

営業利益 570,570 824,431

営業外収益   

仕入割引 9,386 6,433

為替差益 12,262 －

その他 4,445 16,564

営業外収益合計 26,094 22,998

営業外費用   

支払利息 9,575 3,596

売上割引 87,920 96,854

為替差損 － △1,381

その他 1,329 809

営業外費用合計 98,825 99,878

経常利益 497,840 747,551

特別利益   

固定資産売却益 759 －

退職給付引当金戻入額 △5,595 －

償却債権取立益 － 491

特別利益合計 △4,836 491

特別損失   

のれん減損損失 1,218,693 －

固定資産売却損 － 328

固定資産除却損 3,293 8,284

特別損失合計 1,221,986 8,613

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△728,982 739,429

法人税、住民税及び事業税 223,540 294,765

法人税等調整額 91,076 87,452

法人税等合計 314,617 382,217

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,043,599 357,212
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△254,734 1,802,148

減価償却費 196,176 182,665

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 48,488

のれん減損損失 1,218,693 －

のれん償却額 81,246 －

受取利息及び受取配当金 △1,152 △2,339

支払利息 20,314 8,270

売上債権の増減額（△は増加） 647,888 1,338,546

たな卸資産の増減額（△は増加） 49,936 778,000

仕入債務の増減額（△は減少） △1,270,661 △2,400,630

引当金の増減額（△は減少） 64,768 △248,674

その他 △162,802 △6,597

小計 589,672 1,499,877

利息及び配当金の受取額 1,152 2,337

利息の支払額 △19,929 △8,491

法人税等の支払額 △622,415 △1,428,115

営業活動によるキャッシュ・フロー △51,520 65,607

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 △126,068 △115,765

有形固定資産の売却による収入 1,619 2,350

投資有価証券の取得による支出 △3,229 △3,816

無形固定資産の取得による支出 △102,697 △249,651

関係会社社債の取得による支出 － △400,000

関係会社株式の取得による支出 － △103,550

その他 1,193 45,347

投資活動によるキャッシュ・フロー △229,182 △825,086

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） 300,724 △782,515

自己株式の取得による支出 △26 △203

配当金の支払額 △194,391 △159,989

その他 △1,604 △658

財務活動によるキャッシュ・フロー 104,702 △943,367

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,863 △82,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △171,136 △1,785,070

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 5,304,674 4,301,722

エレコム㈱（6750）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

8



 該当事項はありません。 

  

  

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） 

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） 

 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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