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1.  平成23年3月期の業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）平成21年３月期は、決算期（事業年度の末日）変更により平成20年11月１日から平成21年３月31日までの５ヶ月決算であるため、平成22年３月期の対
前期増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 10,412 3.2 28 ― 35 ― △98 ―
22年3月期 10,090 ― △86 ― △100 ― △106 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 △30.98 ― △3.2 0.7 0.3
22年3月期 △33.32 ― △3.4 △2.2 △0.9

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  △48百万円 22年3月期  ―百万円

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 4,589 2,997 65.3 940.95
22年3月期 4,855 3,101 63.9 973.43

（参考） 自己資本   23年3月期  2,997百万円 22年3月期  3,101百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 43 △11 65 368
22年3月期 △1,099 △90 △67 290

2.  配当の状況 

（注）24年３月期の配当予想額は、未定であります。 

年間配当金 配当金総額
（合計） 配当性向

純資産配当
率第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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 22 ― 0.7
23年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 22 ― 0.7
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（注）業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災の影響により、現時点では合理的な算定が困難であることから、未定とさせ
ていただきます。今後、予想が可能になりました時点で改めて公表いたします。 



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 3,230,000 株 22年3月期 3,230,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 44,344 株 22年3月期 44,344 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 3,185,656 株 22年3月期 3,185,656 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続
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 
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。 
２．平成24年３月期の配当予想額につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから現時点では未定とし、今後の業績の動向等を勘案した上で、
可能となった時点で速やかに開示させていただきます。 
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(1）経営成績に関する定性的情報 

当事業年度（自平成22年４月１日至平成23年３月31日）におけるわが国経済は、新興国向けの輸出増等を背景に

一部で景気回復の兆しが見られるものの、急速に進行した円高の影響や政情不安もあり、先行き不透明な状況で推移

いたしました。 

このような状況の中、当社といたしましては親会社である加賀電子株式会社との取扱製品及び販売市場の補完関

係を 大限に活かし、新規ビジネスの発掘、新商権の拡販に努めてまいりました。更に、国内の数千社にのぼる産

業・計測・工業機器メーカーの市場をコア・マーケットとして注力市場のひとつと位置付け、コア・マーケット向け

営業部門を中心に新規取引先の拡大を目指し営業活動を行なってまいりました。 

これらの活動の結果、コンシューマ分野におきましては、薄型テレビやオーディオ向け等の半導体販売が比較的

好調でしたが、第４四半期に入り在庫調整局面となったことから客先需要が減少し、前年同期比ではほぼ横ばいの推

移となりました。コミュニケーション分野におきましては、中国向け携帯電話機ビジネスの終息及び携帯電話機用カ

メラ向け半導体需要の減少により前年同期比で売上高は減少いたしました。インダストリー分野におきましては、第

４四半期に入り若干の在庫調整局面となったものの、全体的には半導体製造装置を中心に市場全体として好調に推移

し、これら装置メーカー及び商社向けの売上が好調に推移したことから、前年同期比で売上高は増加いたしました。

利益面につきましては、比較的収益性の高いインダストリー分野の売上高回復により売上総利益率が改善いたし

ました。その結果、営業利益及び経常利益となりました。 

 しかしながら、平成23年４月20日付当社「関係会社株式等評価損（特別損失）の計上に関するお知らせ」において

発表しましたとおり、当社が保有する関係会社株式及び社債について減損処理を行い、特別損失として計上したこと

から、当期純損失となりました。 

これらの結果、当事業年度の業績といたしましては、売上高は104億12百万円（前期比3.2％増）、営業利益は28

百万円（前事業年度は営業損失86百万円）、経常利益は35百万円（前事業年度は経常損失１億円）、当期純損失は98

百万円（前事業年度は当期純損失１億６百万円）となりました。 

  

(次期の見通し) 

次期の見通しにつきましては、わが国経済における、東日本大地震と原子力発電所の事故による輸出縮小の影響

は大きく、復興の進捗により徐々に持ち直しの動きも見られると思われますが、先行きの状況を見極めることは困難

な状況となっております。 

当社が属する電子機器業界におきましても、東日本大地震に伴い各種部品、部材の不足による製品生産の落込み

が予想されるなど厳しい状況で推移するものと思われます。 

かかる状況下、次期の業績予想及び配当予想につきましては、東日本大震災及びそれに伴う電力制限等による経

済活動や個人消費への影響及びこれらが当社業績に与える影響について、現段階では合理的に算定することが困難で

あるため、今後、慎重に精査させていただき、数値がまとまり次第、速やかに開示いたします。 

  

 (2）財政状態に関する分析 

(資産、負債、純資産の状況に関する分析)  

<流動資産> 

  当事業年度末の流動資産は44億26百万円となり、前事業年度末と比較して１億87百万円の減少となりました。これ

は主に、現金及び預金、商品及び製品の増加と売掛金の減少によるものであります。 

<固定資産> 

  当事業年度末の固定資産は１億63百万円となり、前事業年度末と比較して77百万円の減少となりました。これは主

に、投資有価証券、関係会社株式の減少によるものであります。 

<流動負債> 

  当事業年度末の流動負債は14億91百万円となり、前事業年度末と比較して１億83百万円の減少となりました。これ

は主に、１年内返済予定の長期借入金、買掛金の減少と短期借入金の増加によるものであります。 

<固定負債> 

  当事業年度末の固定負債は１億円となり、前事業年度末と比較して21百万円の増加となりました。これは主に、退

職給付引当金、役員退職慰労引当金の増加及び資産除去債務の発生によるものであります。 

<純資産合計> 

  当事業年度末の純資産合計は29億97百万円となり、前事業年度末と比較して１億３百万円の減少となりました。こ

れは主に、当期純損失及び配当金支払いによる利益剰余金の減少によるものであります。 

(キャッシュ・フローの状況に関する分析) 

 当事業年度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77百万円増加し、当事業

年度末には、３億68百万円となりました。 

１．経営成績
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(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

  営業活動の結果得られた資金は、43百万円（前年同期は10億99百万円の使用）となりました。これは主に、たな卸

資産の増加額２億48百万円、仕入債務の減少額２億64百万円などの資金の減少があったものの、売上債権の減少額５

億55百万円などの資金の増加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) 

 投資活動の結果使用した資金は11百万円（前年同期は90百万円の使用）となりました。これは主に、投資有価証券

の売却による収入27百万円、貸付金の回収による収入24百万円などの資金の増加があったものの、投資有価証券の取

得による支出51百万円などの資金の減少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) 

  財務活動の結果得られた資金は65百万円（前年同期は67百万円の使用）となりました。これは、長期借入金の返済

による支出１億20百万円、配当金の支払額22百万円の資金の減少があったものの、短期借入金の増加額２億８百万円

の資金の増加によるものであります。  

  なお、キャッシュ・フロー指標は下記のとおりです。 

自己資本比率 : 純資産/総資産 

時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 : 有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー/利払い 

  

 (注) １．各指標は、財務数値により計算しております。 

 ２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

  ３．キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを利用しております。 

  ４．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。 

 ５．平成22年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業活

動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、利益配分につきまして、将来の事業展望と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定し

た配当を継続していくことを基本方針としております。 

 また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、企業体質の強化のための技術

教育など将来の発展、成長のため引き続き活用してまいります。 

 平成23年３月期の期末配当金につきましては、当期純損失を計上するに至りましたが、株主の皆様に対する安定的

な配当を行うため１株当たり７円の配当をお支払させていただく予定です。 

 なお、次期配当金につきましては、震災により経営環境の先行きが不透明であることから現時点では未定とし、今

後の業績の動向等を勘案した上で、可能となった時点で速やかに開示させていただきます。 

  
平成22年３月期

 通期 
平成23年３月期

 通期 

自己資本比率（％）  63.9  65.3

時価ベースの自己資本比率（％）  20.3  21.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －  21.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  6.8
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(1）会社の経営の基本方針 

 平成21年３月期 決算短信（非連結）（平成21年５月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。  

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。  

  （当社ホームページ）  

 http://www.adm.co.jp  

  （大阪証券取引所ホームページ（銘柄検索ページ）  

 http://www.ose.or.jp/listed_company_info/description/search 

(2）目標とする経営指標 

 平成21年３月期 決算短信（非連結）（平成21年５月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。  

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。  

  （当社ホームページ）  

 http://www.adm.co.jp  

  （大阪証券取引所ホームページ（銘柄検索ページ）  

 http://www.ose.or.jp/listed_company_info/description/search   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 平成21年３月期 決算短信（非連結）（平成21年５月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。  

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。  

  （当社ホームページ）  

 http://www.adm.co.jp  

  （大阪証券取引所ホームページ（銘柄検索ページ）  

 http://www.ose.or.jp/listed_company_info/description/search 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社の属する半導体業界において、当社が大口顧客として関係を持つ民生市場（デジタルスチルカメラ、携帯電話

機、ＴＶ、オーディオ機器などの市場）の大手メーカーは、本格的グローバル化の中で大競争時代を迎え、選択と集

中を行っており、その過程において生産のＯＤＭ（製品設計～製造までを委託すること）、業務のアウトソーシング

を進めております。一方、日本の国力を支えてきた産機市場（産業・計測・工業・医療機器などの市場）において

は、独自の技術をベースに国内産業として競争力を維持し成長している企業が多くあり、個社別には小口であるもの

の、全体市場としては大きな規模のマーケットが存在しています。このように、現在の当社を取り巻く環境は、産業

構造が大きく変わる中で、大口の顧客に向けた新しい発想に基づく海外展開を含めたアプローチと、国内における数

千社にのぼる各種メーカーへのクイック対応が求められており、これら顧客ニーズに的確に対応すべく次の点に注力

いたします。 

① 新しい市場構造にマッチした事業基盤の整備・強化 

 当社は、今後ともアナログ・デバイセズ社製品の販売拡大に努める方針であり、同社との連携の強化・戦略の共有

を図ってまいります。 

 また、自社の事業インフラを時代に沿う形に整備しなおすとともに、加賀電子グループの海外拠点などのインフラ

及びリソースを積極的に活用し、事業基盤を強化してまいります。併せて、同社グループの持つワンストップサービ

ス機能を活用することにより、幅広い顧客ニーズへの対応力の強化を図ってまいります。 

② コア・マーケットへの注力 

 日本の国力を支えてきた産機市場（産業・計測・工業機器・医療機器など）においては、独自の技術をベースに国

内産業として競争力を維持し成長している企業が多くあります。個社別には比較的小規模であるものの、市場全体と

しては大きな規模のマーケットと考え、アナログ・デバイセズ社とともにコア・マーケットと位置付け注力しており

ます。この市場の特徴としては、多品種小ロット型のクイックな対応が求められており、細やかな営業・フォロー体

制が必要となります。これら顧客ニーズに的確に対応すべく、営業部門の機能強化を図りつつ、ＷＥＢ上のシステム

を活用したヒトとシステムの融合による時代を捉えた営業力の強化を図ってまいります。 

③ モジュール化の推進と新規ビジネスの拡大 

 お客様のＯＤＭ・アウトソーシングニーズが拡大している中で、海外生産委託における生産・品質管理、また、単

に半導体チップのみを納入するのではなくモジュール化による納入など、自社の業務範囲を広げることで、大きなチ

ャンスを掴み取ることが可能となってきております。そのため、新規商権及び海外メーカーとの協業によるモジュー

ル化を進めており、これにより納入部材の付加価値を高め、収益の確保を目指してまいります。また、将来的な売上

２．経営方針

エー・ディ・エム㈱ (3335) 平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

－4－



高の拡大に向けて取り組んでいるのが、新規ビジネスの構築です。技術商社としての情報力、ネットワークなどを活

かし、市場ニーズが期待される分野へ先行投資を行うことで、新規ビジネスの拡大に注力してまいります。 

(5）その他、会社の経営上の重要な事項   

 該当事項はありません。  
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 290,743 368,037

受取手形 325,527 368,065

売掛金 2,760,304 2,161,929

商品及び製品 1,064,278 1,312,279

未収消費税等 95,233 144,769

前渡金 － 29,600

前払費用 12,660 12,451

繰延税金資産 28,081 23,769

その他 41,216 11,954

貸倒引当金 △3,972 △6,717

流動資産合計 4,614,073 4,426,140

固定資産   

有形固定資産   

建物 27,391 30,741

減価償却累計額 △17,827 △20,725

建物（純額） 9,564 10,015

工具、器具及び備品 39,193 42,795

減価償却累計額 △32,820 △34,856

工具、器具及び備品（純額） 6,373 7,938

有形固定資産合計 15,937 17,954

無形固定資産   

ソフトウエア 19,604 21,331

その他 1,327 1,327

無形固定資産合計 20,931 22,658

投資その他の資産   

投資有価証券 85,604 50,940

関係会社株式 50,000 0

出資金 20 30

差入保証金 47,928 46,149

従業員に対する長期貸付金 4,440 3,297

長期前払費用 2,296 2,742

繰延税金資産 15,403 21,231

貸倒引当金 △1,520 △1,520

投資その他の資産合計 204,172 122,872

固定資産合計 241,041 163,485

資産合計 4,855,115 4,589,625
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 682,864 418,703

短期借入金 719,361 924,249

1年内返済予定の長期借入金 120,000 －

未払金 110,300 94,504

未払費用 6,790 7,314

未払法人税等 7,339 7,121

前受金 495 9,240

預り金 4,626 4,808

賞与引当金 20,633 23,656

その他 2,320 1,672

流動負債合計 1,674,733 1,491,272

固定負債   

長期未払金 4,560 5,454

退職給付引当金 64,464 70,268

役員退職慰労引当金 10,334 19,192

資産除去債務 － 5,909

固定負債合計 79,358 100,823

負債合計 1,754,091 1,592,096

純資産の部   

株主資本   

資本金 560,330 560,330

資本剰余金   

資本準備金 775,180 775,180

その他資本剰余金 624 624

資本剰余金合計 775,804 775,804

利益剰余金   

利益準備金 9,000 9,000

その他利益剰余金   

別途積立金 1,840,000 1,740,000

繰越利益剰余金 △60,887 △81,885

利益剰余金合計 1,788,112 1,667,114

自己株式 △13,316 △13,316

株主資本合計 3,110,931 2,989,933

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,389 7,094

繰延ヘッジ損益 2,482 502

評価・換算差額等合計 △9,907 7,596

純資産合計 3,101,023 2,997,529

負債純資産合計 4,855,115 4,589,625
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 10,090,923 10,412,396

売上原価   

商品期首たな卸高 1,117,157 1,064,278

当期商品仕入高 8,930,660 9,322,689

合計 10,047,818 10,386,967

商品期末たな卸高 1,064,278 1,312,279

商品売上原価 8,983,539 9,074,688

売上総利益 1,107,383 1,337,708

販売費及び一般管理費 1,194,379 1,309,505

営業利益又は営業損失（△） △86,995 28,203

営業外収益   

受取利息 1,188 323

受取配当金 984 800

為替差益 － 3,711

助成金収入 2,400 1,300

業務受託手数料 － 11,258

雑収入 894 2,196

営業外収益合計 5,467 19,589

営業外費用   

支払利息 9,805 6,536

売上割引 450 337

債権売却損 2,967 3,117

為替差損 1,377 －

支払手数料 1,655 1,425

雑損失 3,005 1,059

営業外費用合計 19,260 12,476

経常利益又は経常損失（△） △100,789 35,316

特別利益   

投資有価証券売却益 － 11,865

特別利益合計 － 11,865

特別損失   

固定資産除却損 36 12

投資有価証券評価損 － 69,953

関係会社株式評価損 － 49,499

投資有価証券売却損 － 17,995

事務所移転費用 1,929 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,893

特別損失合計 1,965 140,354

税引前当期純損失（△） △102,754 △93,172

法人税、住民税及び事業税 3,597 3,609

法人税等調整額 △193 1,916

法人税等合計 3,404 5,526

当期純損失（△） △106,159 △98,698
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 560,330 560,330

当期末残高 560,330 560,330

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 775,180 775,180

当期末残高 775,180 775,180

その他資本剰余金   

前期末残高 624 624

当期末残高 624 624

資本剰余金合計   

前期末残高 775,804 775,804

当期末残高 775,804 775,804

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 9,000 9,000

当期末残高 9,000 9,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,040,000 1,840,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △200,000 △100,000

当期変動額合計 △200,000 △100,000

当期末残高 1,840,000 1,740,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △132,428 △60,887

当期変動額   

剰余金の配当 △22,299 △22,299

別途積立金の取崩 200,000 100,000

当期純損失（△） △106,159 △98,698

当期変動額合計 71,540 △20,998

当期末残高 △60,887 △81,885

利益剰余金合計   

前期末残高 1,916,571 1,788,112

当期変動額   

剰余金の配当 △22,299 △22,299

当期純損失（△） △106,159 △98,698

当期変動額合計 △128,459 △120,998

当期末残高 1,788,112 1,667,114
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △13,316 △13,316

当期末残高 △13,316 △13,316

株主資本合計   

前期末残高 3,239,390 3,110,931

当期変動額   

剰余金の配当 △22,299 △22,299

当期純損失（△） △106,159 △98,698

当期変動額合計 △128,459 △120,998

当期末残高 3,110,931 2,989,933

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △17,472 △12,389

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,082 19,484

当期変動額合計 5,082 19,484

当期末残高 △12,389 7,094

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,243 2,482

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,725 △1,980

当期変動額合計 3,725 △1,980

当期末残高 2,482 502

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △18,715 △9,907

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,808 17,503

当期変動額合計 8,808 17,503

当期末残高 △9,907 7,596

純資産合計   

前期末残高 3,220,674 3,101,023

当期変動額   

剰余金の配当 △22,299 △22,299

当期純損失（△） △106,159 △98,698

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,808 17,503

当期変動額合計 △119,650 △103,494

当期末残高 3,101,023 2,997,529
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △102,754 △93,172

減価償却費 15,630 13,108

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,370 5,804

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,987 2,744

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,187 8,858

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,103 3,023

受取利息及び受取配当金 △2,173 △1,123

支払利息 9,805 6,536

為替差損益（△は益） 26,840 16,155

投資有価証券評価損益（△は益） － 69,953

関係会社株式評価損 － 49,499

投資有価証券売却損益（△は益） － 6,129

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,893

売上債権の増減額（△は増加） △1,465,333 555,836

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,879 △248,001

仕入債務の増減額（△は減少） 437,709 △264,161

その他 △56,218 △81,867

小計 △1,090,172 52,218

利息及び配当金の受取額 2,231 937

利息の支払額 △9,789 △6,311

法人税等の支払額 △2,258 △3,726

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,099,988 43,117

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △21,466 △51,524

投資有価証券の売却による収入 － 27,999

関係会社株式の取得による支出 △50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △5,344 △4,060

無形固定資産の取得による支出 △11,448 △8,545

差入保証金の回収による収入 21,409 2,738

貸付金の回収による収入 － 24,475

貸付けによる支出 △40,000 －

その他 15,871 △2,652

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,978 △11,568

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 235,586 208,545

長期借入金の返済による支出 △280,000 △120,000

配当金の支払額 △23,505 △22,988

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,918 65,556

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,444 △19,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,266,330 77,293

現金及び現金同等物の期首残高 1,557,074 290,743

現金及び現金同等物の期末残高 290,743 368,037
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該当事項はありません。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針

項目 
第36期 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第37期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

子会社株式及び関連会社株式 

同左  

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

 移動平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。 

商品 

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

  定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物         ３～15年  

工具器具備品     ４～10年 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (2)無形固定資産（リース資産を除く） 

 自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3)リース資産 

  （所有権移転外ファイナンス・リース

取引にかかるリース資産）  

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年10月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。  

(3)リース資産 

同左  

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

同左 
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項目 
第36期 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第37期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

  (2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額基準により計上しております。

(2)賞与引当金 

同左 

  (3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。 

(3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。 

  （追加情報） 

 平成21年10月１日に適格退職年金制度

及び退職一時金制度の一部について確定

拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号）を適用しており

ます。 

 なお、本移行に伴う影響額は、軽微で

あります。 

  

  (4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。  

(4)役員退職慰労引当金 

同左  
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項目 
第36期 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第37期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替変動リスクのヘッジについて

振当処理の要件を満たしている場合には

振当処理を、金利スワップについて特例

処理の要件を満たしている場合には特例

処理を採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左  

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ方針 

 当社の内規である「デリバティブ取

引規程」に基づき、金利変動リスク、

為替変動リスクをヘッジしておりま

す。なお、デリバティブ取引は実需の

範囲で行っており、投機目的で行うこ

とはありません。当事業年度にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対

象は以下のとおりであります。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ方針 

同左 

  a  ヘッジ手段 

為替予約 

a  ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

外貨建仕入債務及び外貨建予定取

引 

ヘッジ対象 

同左 

  b  ヘッジ手段 

金利スワップ 

b  ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

借入金 

ヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約取引については、ヘッジ方針

に基づき、同一通貨で同一時期の為替予

約を締結しているため、その後の為替相

場の変動による相関関係が確保されてい

ますので、その判定をもって有効性の判

定に代えております。また、金利スワッ

プは、特例処理の要件を満たしておりま

すので、その判定をもって有効性の判定

に代えております。 

(3）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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（７）会計処理方法の変更

第36期 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

第37期 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当事業年度より、「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、経常利益はそれぞれ315千円減

少し、税引前当期純損失は3,209千円増加しております。
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第36期（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

関連会社の損益等からみて重要性が乏しいため記載しておりません。 

  

第37期（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）  

「関連会社に対する投資の金額」は、当事業年度において減損処理を行い、関係会社株式評価損 千円

を計上しております。 

（８）注記事項

（貸借対照表関係）

第36期 
（平成22年３月31日） 

第37期 
（平成23年３月31日） 

  １．           ───────  ※１．関係会社項目  

    関係会社に対する負債には区分掲記されたもの

のほか次のものがあります。  

流動負債    

未払金 千円 54,493

 ※２．輸出債権買取契約の約定高  ※２．輸出債権買取契約の約定高 

  売掛金 千円 719,361

対応債務    

  短期借入金 千円 719,361

  売掛金 千円 224,249

対応債務    

  短期借入金 千円 224,249

（損益計算書関係）

第36期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第37期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％でありま

す。 

主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

73

27

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％でありま

す。 

主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

78

22

役員報酬 千円63,639

従業員給料手当  477,778

賞与手当  22,292

賞与引当金繰入額  20,633

法定福利費  65,569

退職給付費用  23,299

役員退職慰労引当金繰入額  8,187

物流費  67,450

旅費交通費  71,418

支払手数料  38,564

賃借料  83,104

貸倒引当金繰入額  2,987

減価償却費  15,630

役員報酬 千円56,936

従業員給料手当  498,665

賞与手当  24,819

賞与引当金繰入額  23,656

法定福利費  70,658

退職給付費用  21,271

役員退職慰労引当金繰入額  8,858

物流費  78,861

旅費交通費  81,549

支払手数料  24,134

賃借料  79,199

貸倒引当金繰入額  2,744

減価償却費  13,108

営業及び業務サポート料  104,123

※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 千円36 工具器具備品 千円12

 ３．       ─────── ※３．投資有価証券評価損の中には、関係会社社債評価損

千円が含まれております。 49,999

（持分法投資損益等）

関連会社に対する投資の金額  千円0

持分法を適用した場合の投資の金額  千円－

持分法を適用した場合の投資損失の金額 千円48,685

49,499
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第37期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 当社は、電子デバイス製品の仕入・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

第37期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省

略しております。 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

３．主要な顧客ごとの情報 

第37期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

第37期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

第37期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

第37期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）  

 当事業年度より、「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。 

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

ｂ．関連情報

   （単位：千円）

日本 アジア 合計 

 6,429,934  3,982,462  10,412,396

     （単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

KAGA DEVICES (H.K.) LTD.  1,909,795
電子デバイス製品の仕入・

販売事業 

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（追加情報）
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 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  第36期（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

  第37期（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。  

 株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、

関連当事者情報、税効果会計、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産

に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しま

す。 

（１株当たり情報）

第36期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第37期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円973.43

１株当たり当期純損失金額 円33.32

１株当たり純資産額 円940.95

１株当たり当期純損失金額 円30.98

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

同左 

  
第36期 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第37期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  3,101,023  2,997,529

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  3,101,023  2,997,529

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（株） 
 3,185,656  3,185,656

  
第36期 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第37期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当期純損失(△)（千円）  △106,159  △98,698

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失(△)（千円）  △106,159  △98,698

期中平均株式数（株）  3,185,656  3,185,656

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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