
平成23年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年2月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社フーマイスターエレクトロニクス 上場取引所 大 
コード番号 3165 URL http://www.fuco-ele.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 武石 健次
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 藤田 和弘 TEL 03-3254-5361
四半期報告書提出予定日 平成23年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年9月期第1四半期の業績（平成22年10月1日～平成22年12月31日） 

(注) 当社は、当事業年度より第１四半期の業績開示を行っているため、22年９月期第１四半期の実績及び増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第1四半期 19,319 ― △43 ― 7 ― △29 ―
22年9月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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9月期第1四半期 △11.75 ―
22年9月期第1四半期 ― ―

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9月期第1四半期 25,807 6,168 23.9 2,438.88
22年9月期 27,109 6,320 23.3 2,498.95

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  6,168百万円 22年9月期  6,320百万円

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9月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
23年9月期 ―
23年9月期 

（予想）
0.00 ― 27.00 27.00

3.  平成23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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）

（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

第2四半期 
(累計)

40,000 △25.3 80 △79.5 50 △85.2 27 △85.8 10.68

通期 96,000 △3.7 470 △5.1 400 △36.8 220 △38.1 86.99



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)当社は、当事業年度より第１四半期の業績開示を行っているため、22年９月期第１四半期の期中平均株式数については記載しておりません。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「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9月期1Q 2,529,100株 22年9月期  2,529,100株
② 期末自己株式数 23年9月期1Q  ―株 22年9月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 2,529,100株 22年9月期1Q  ―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)３ページ「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．当四半期の業績等に関する定性的情報 
(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間（平成22年10月1日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、各企業の

業績がある程度の回復が見られるものの、雇用環境及び所得環境は依然として厳しい状況が続いてお

ります。 

    当社が参入しております電子部品業界は、先進国におけるＰＣ市場の需要が減少したものの、新興

国における電子機器全般の需要が引き続き堅調に推移いたしました。 

この様な環境の中、当社におきましては既存取引の強化及び新規顧客の獲得や取扱商品の拡大に積

極的に取り組み収益性の向上を目指してまいりましたが、円高傾向が続いたこともあり、売上高は193

億19百万円、売上総利益は３億１百万円となりました。経費節減により販売費及び一般管理費を削減

いたしましたが、営業損失43百万円となりました。 

営業外損益では、円高による為替差益が発生したため、経常利益は７百万円、繰延税金資産の減少

に伴い法人税等調整額が増加したため、四半期純損失29百万円となりました。 

 

当第１四半期会計期間における事業部門別概況は以下のとおりであります。 

  
 ① 半導体事業 

半導体事業は、前事業年度の後半から始まった顧客でのＯＤＤ（オプティカル・ディスク・ドラ

イブ）、高機能薄型ＴＶ向け半導体の過剰在庫削減の為の生産調整が継続し、売上は低調に推移い

たしました。 

この結果、売上高は41億41百万円となりました。 

 

 ② 電子デバイス事業 

電子デバイス事業は、前期第４四半期の過剰在庫調整が解消せず、またＰＣ市場自体もiPadをは

じめとする「メディアタブレット」の影響を受け、ＯＤＤの販売が低迷いたしました。このため在

庫調整が長引き売上は低調に推移いたしました。 

この結果、売上高は47億11百万円となりました。 

 

 ③ ＬＣＤモジュール事業 

   ＬＣＤモジュール事業は、スマートフォン向け需要が立ち上がりつつあり、売上は計画通り推移し

ているものの、まだ本格的な回復には至っておりません。 

この結果、売上高は51億22百万円となりました。 

 

 ④ ＴＦＴパネル事業 

ＴＦＴパネル事業は、前期の政府のスクール・ニューディール政策による学校向けＰＣの需要が

ありませんでしたが、これ以外の減収要因はなく概ね順調に推移いたしました。 

この結果、売上高は40億91百万円となりました。 

 

⑤ 電子材料事業 

電子材料事業は、前期に立ち上げたＴＦＴセルビジネスが順調に推移いたしました。 

また、新規案件であるＬＧ化学向けの三井化学東セロの偏光板工程保護フィルムの販売がスター

トし、電子材料の売上は順調に推移いたしました。 

この結果、売上高は12億51百万円となりました。 

   

㈱フーマイスターエレクトロニクス(3165)  平成23年9月期　第1四半期決算短信[日本基準](非連結)

― 2 ―



(2) 財政状態に関する定性的情報 

① 当第１四半期会計期間末の資産、負債及び純資産の状況  

(資産) 

流動資産は、240億70百万円(前事業年度末比12億98百万円減)となりました。これは、売掛金が10億

92百万円、たな卸資産が１億円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

固定資産につきましては変動は軽微でありました。 

(負債) 

流動負債は、191億74百万円(前事業年度末比11億56百万円減)となりました。これは、買掛金が９億

84百万円増加したこと、短期借入金が19億63百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債につきましては変動は軽微でありました。 

(純資産) 

純資産合計は、61億68百万円(前事業年度末比１億51百万円減)となりました。これは、剰余金の配

当等に伴い利益剰余金が１億56百万円減少したこと等によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期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。)は、前事業年度末

に比べて57百万円増加し、５億47百万円となりました。 

当第１四半期会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は、19億36百万円となりました。 

これは主に、売上債権の減少10億92百万円、たな卸資産の減少１億円、仕入債務の増加９億84百

万円等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１四半期会計期間において投資活動に使用した資金は、１百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産取得による支出２百万円、従業員に対する長期貸付金の回収による収

入２百万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１四半期会計期間において財務活動に使用した資金は、18億65百万円となりました。 

これは主に、短期借入金返済による支出17億57百万円、配当の支払による支出１億06百万円等に

よるものであります。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

通期及び第２四半期(累計)の業績予想につきましては概ね計画通りに進捗しており、前回公表(平成

22年11月12日)の通期の業績予想に修正はありませんが、業績予想を見直す必要が生じた場合には、適

時に見直し数値を開示する予定であります。 
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ファイル名: 

  

２．その他の情報 

 (1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

    たな卸資産の評価方法 

     当第１四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末

に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

        

 (2) 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」等の適用 

  当第１四半期会計期間より、「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。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

 

 (3) 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。 
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る要約貸借
対照表 

(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 549,778 492,236

受取手形及び売掛金 16,026,149 17,118,196

商品 6,887,100 6,987,809

その他 606,996 770,277

流動資産合計 24,070,025 25,368,519

固定資産   

有形固定資産 1,362,496 1,367,085

無形固定資産 30,907 33,850

投資その他の資産 344,086 339,847

固定資産合計 1,737,489 1,740,783

資産合計 25,807,515 27,109,303

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,990,654 7,006,259

短期借入金 10,974,730 12,937,839

未払法人税等 8,214 194,192

賞与引当金 28,090 53,474

役員賞与引当金 － 30,000

その他 172,458 109,222

流動負債合計 19,174,148 20,330,988

固定負債   

退職給付引当金 71,017 68,467

役員退職慰労引当金 260,030 254,542

投資損失引当金 102,751 102,751

その他 31,391 32,465

固定負債合計 465,190 458,228

負債合計 19,639,339 20,789,217

純資産の部   

株主資本   

資本金 550,450 550,450

資本剰余金 2,382,670 2,382,670

利益剰余金 3,229,845 3,386,017

株主資本合計 6,162,966 6,319,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,209 947

評価・換算差額等合計 5,209 947

純資産合計 6,168,176 6,320,086

負債純資産合計 25,807,515 27,109,303
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 19,319,607

売上原価 19,018,412

売上総利益 301,195

販売費及び一般管理費  

給料手当及び賞与 134,028

退職給付費用 4,469

役員退職慰労引当金繰入額 6,058

賞与引当金繰入額 28,104

その他 172,446

販売費及び一般管理費合計 345,108

営業損失（△） △43,912

営業外収益  

受取利息及び配当金 734

為替差益 69,704

その他 17,332

営業外収益合計 87,772

営業外費用  

支払利息 24,342

支払手数料 7,250

その他 4,352

営業外費用合計 35,945

経常利益 7,914

特別利益  

固定資産売却益 98

特別利益合計 98

特別損失  

貸倒引当金繰入額 1,050

特別損失合計 1,050

税引前四半期純利益 6,963

法人税、住民税及び事業税 242

法人税等調整額 36,438

法人税等合計 36,680

四半期純損失（△） △29,717
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 6,963

減価償却費 11,085

長期前払費用償却額 180

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,050

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,383

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,549

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,487

受取利息及び受取配当金 △734

支払利息 24,342

為替差損益（△は益） △193,668

有形固定資産売却損益（△は益） △98

売上債権の増減額（△は増加） 1,092,046

たな卸資産の増減額（△は増加） 100,708

仕入債務の増減額（△は減少） 984,395

その他 167,012

小計 2,145,935

利息及び配当金の受取額 744

利息の支払額 △24,089

法人税等の支払額 △186,219

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,936,371

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 △0

有形固定資産の取得による支出 △2,625

有形固定資産の売却による収入 108

無形固定資産の取得による支出 △943

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 2,054

差入保証金の差入による支出 △234

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,640

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） △1,757,669

リース債務の返済による支出 △1,598

配当金の支払額 △106,518

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,865,787

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 57,542

現金及び現金同等物の期首残高 490,215

現金及び現金同等物の四半期末残高 547,758
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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 

   第１四半期会計期間より「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。 

なお、当社の事業は、「電子部品関連事業」のみの単一セグメントであるため、記載を省略してお

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。 
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