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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 38,281 9.6 4,338 71.5 4,025 75.6 2,000 ―

22年3月期第3四半期 34,943 △6.9 2,530 △11.8 2,291 △4.4 △145 ―

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3四半期 100.02 ―

22年3月期第3四半期 △6.00 ―

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3四半期 25,138 9,431 37.2 467.81
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3四半期  9,355百万円 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  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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
23年3月期 ― 10.00 ―

23年3月期 
（予想）

10.00 20.00

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 5,450 36.2 5,000 39.2 2,360 221.0 118.01



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 1社 （社名 ロジテックＩＮＡソリューションズ(株) ）、 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3Q 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3Q  500,331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3Q 19,998,502株 22年3月期3Q  24,268,839株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間（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、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。 

また、当第３四半期連結会計期間においては、家電エコポイント制度縮小を前に、薄型テレビ等が大幅に販売

を伸ばした影響で、当社グループ製品においても、薄型テレビの普及にあわせて製品ラインアップを強化したテレ

ビ録画対応のストレージ製品（外付ＨＤＤ）、デジタルホーム関連製品（テレビラック、無線ＬＡＮ等）の需要が

高まり、順調にその販売を伸ばしました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は38,281百万円（前年同期比9.6％増）となり、利

益面では前述の各種施策が奏功したことに加え、円高傾向が続いたこと等から、営業利益は4,338百万円（前年同

期比71.5％増）、経常利益は4,025百万円（前年同期比75.6％増）、四半期純利益は2,000百万円（前年同期は145

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３四半期連結累計期間の売上高は、13,227百万円（前年同期比6.1％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たことから、ストレージ・メモリに係る当

第３四半期連結累計期間の売上高は、5,199百万円（前年同期比14.8％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３四半期連結累計期間の売上高は、4,907百万円（前年同期比7.1％

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３四半期連結累計期間

の売上高は、10,253百万円（前年同期比24.8％増）となりました。 

（その他） 

 その他パソコン関連製品の販売は堅調に推移し、新規カテゴリ製品の投入が進んだことから、その他に係る当第

３四半期連結累計期間の売上高は、4,692百万円（前年同期比5.6％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。 

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〕       （単位：百万円、％）

品目区分 
平成22年３月期 第３四半期 平成23年３月期 第３四半期 前年同期 

増減率 金額 百分比 金額 百分比 

サプライ  12,470  35.7  13,227  34.5  6.1

ストレージ・メモリ  4,530  13.0  5,199  13.6  14.8

ＩＯデバイス  5,280  15.1  4,907  12.8  △7.1

デジタルホーム  8,216  23.5  10,253  26.8  24.8

その他  4,445  12.7  4,692  12.3  5.6

合 計  34,943  100.0  38,281  100.0  9.6
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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。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ3,416百万円増加し、負債は2,455百万円の増加、純資産は

961百万円の増加となりました。 

総資産の主たる増加要因は、現金及び預金が1,143百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が1,795百万

円、商品及び製品が1,134百万円、繰延税金資産が715百万円、ソフトウエア仮勘定が479百万円、投資有価証券が

425百万円それぞれ増加したことによるものです。負債の主たる増加要因は、短期借入金が490百万円減少した一方

で、支払手形及び買掛金が1,143百万円、売上値引等引当金が341百万円、円高の影響により為替予約が1,015百万

円それぞれ増加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734百万円減少した一方

で、利益剰余金が1,640百万円増加したことによるものです。 

なお、当第３四半期連結累計期間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949百万円（前年同期は611百万円の獲得）、投資活動の結果使用した資金は1,218百万円（前年同期は323

百万円の使用）、財務活動の結果使用した資金は781百万円（前年同期は164百万円の獲得）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1,143百万円減少し、4,943百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想は、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修正しております。

平成23年２月３日付で公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第３四半期連結会計期間より、ロジテックＩＮＡソリューションズ株式会社を新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。  

（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４百万円、税金等調整前四半期純利益は53百万円減少し

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 4,943,535 6,086,793

受取手形及び売掛金 9,031,098 7,235,914

商品及び製品 6,236,541 5,102,171

仕掛品 － 364

原材料及び貯蔵品 274,737 241,300

その他 1,666,863 975,953

貸倒引当金 △65,431 △69,371

流動資産合計 22,087,344 19,573,126

固定資産   

有形固定資産 1,044,119 851,146

無形固定資産 828,315 430,295

投資その他の資産 1,179,153 867,600

固定資産合計 3,051,587 2,149,043

資産合計 25,138,932 21,722,169

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,455,663 7,312,540

短期借入金 835,387 1,325,707

未払法人税等 1,399,114 1,376,667

売上値引等引当金 704,229 362,362

賞与引当金 211,163 311,163

その他の引当金 232,238 280,924

その他 3,057,521 1,559,817

流動負債合計 14,895,318 12,529,184

固定負債   

長期借入金 50,000 50,000

退職給付引当金 664,302 603,223

その他の引当金 74,383 69,756

その他 23,488 －

固定負債合計 812,174 722,980

負債合計 15,707,493 13,252,164
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 8,865,689 7,225,392

自己株式 △244,362 △244,127

株主資本合計 10,007,805 8,367,742

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,338 18,753

繰延ヘッジ損益 △707,615 27,228

為替換算調整勘定 43,868 △8,793

評価・換算差額等合計 △652,408 37,188

新株予約権 76,043 65,074

純資産合計 9,431,439 8,470,005

負債純資産合計 25,138,932 21,722,169
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 34,943,501 38,281,648

売上原価 22,827,026 24,395,652

売上総利益 12,116,475 13,885,996

返品調整引当金繰入額 36,000 －

返品調整引当金戻入額 － 30,000

差引売上総利益 12,080,475 13,915,996

販売費及び一般管理費 9,549,796 9,577,103

営業利益 2,530,679 4,338,893

営業外収益   

仕入割引 33,706 40,155

為替差益 29,322 2,544

その他 12,504 58,962

営業外収益合計 75,533 101,662

営業外費用   

支払利息 30,685 12,258

売上割引 272,032 321,745

持分法による投資損失 － 71,114

その他 11,684 10,435

営業外費用合計 314,402 415,553

経常利益 2,291,810 4,025,002

特別利益   

固定資産売却益 759 －

退職給付引当金戻入額 974 －

償却債権取立益 5 493

特別利益合計 1,739 493

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 8,559

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 57,376

税金等調整前四半期純利益 1,071,401 3,968,118

法人税、住民税及び事業税 1,299,400 2,107,430

法人税等調整額 △82,320 △139,582

法人税等合計 1,217,080 1,967,847

四半期純利益又は四半期純損失（△） △145,678 2,000,271
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４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   

税金等調整前四半期純利益 1,071,401 3,968,118

減価償却費 314,411 290,564

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 △1,633 △3,949

支払利息 30,685 12,258

売上債権の増減額（△は増加） △1,602,388 △1,901,209

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,142,762 △1,244,944

仕入債務の増減額（△は減少） 1,329,534 1,220,261

引当金の増減額（△は減少） 440,790 296,694

その他 35,541 345,513

小計 1,775,519 3,031,795

利息及び配当金の受取額 1,633 3,947

利息の支払額 △24,319 △12,434

法人税等の支払額 △1,140,945 △2,074,174

営業活動によるキャッシュ・フロー 611,888 949,134

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 △206,400 △352,626

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 △5,113 △5,780

無形固定資産の取得による支出 △116,208 △403,336

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 2,571 44,067

投資活動によるキャッシュ・フロー △323,532 △1,218,876

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） 603,768 △420,358

自己株式の取得による支出 △72,926 △235

配当金の支払額 △364,483 △359,973

その他 △1,891 △1,358

財務活動によるキャッシュ・フロー 164,468 △781,925

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,791 △91,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 451,033 △1,143,257

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 5,926,843 4,943,535
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 該当事項はありません。  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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。  

  

  所在地別セグメント情報  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の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。 

欧州……ドイツ、オランダ、スイス、オーストリア、ベルギー 

その他…韓国、中国 

  

（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

４．補足情報

  
日本 

（千円） 
欧州

（千円） 
その他

（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  32,991,515  1,658,320  293,665  34,943,501  －  34,943,501

(2）
セグメント間の内部売上高
または振替高  367,592 －  650,927  1,018,520 (1,018,520) －

  計  33,359,108  1,658,320  944,592  35,962,021 (1,018,520)  34,943,501

  
営業利益 
又は営業損失(△)  3,822,030 △450,659 △30,762  3,340,608 (809,929)  2,530,679

  
日本 

（千円） 
欧州

（千円） 
その他

（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  36,516,284  1,357,001  408,362  38,281,648  －  38,281,648

(2）
セグメント間の内部売上高
または振替高  417,971 －  511,772  929,744 (929,744) －

  計  36,934,256  1,357,001  920,134  39,211,392 (929,744)  38,281,648

  
営業利益 
又は営業損失(△)  5,326,579 △271,578  1,864  5,056,865 (717,971)  4,338,893
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