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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 52,309 8.0 5,752 43.7 5,369 49.5 2,777 277.7
22年3月期 48,438 △1.8 4,002 28.2 3,591 39.3 735 △43.9

（注）包括利益 23年3月期 2,437百万円 （104.3％） 22年3月期 1,192百万円 （―％）

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 138.88 ― 29.4 18.8 11.0
22年3月期 30.74 ― 8.3 16.7 8.3

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  △84百万円 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 35,348 10,557 29.7 524.14
22年3月期 21,722 8,470 38.7 420.27

（参考） 自己資本   23年3月期  10,481百万円 22年3月期  8,404百万円

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 2,814 △1,570 8,901 16,206
22年3月期 3,014 △424 △1,995 6,086

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ― 7.00 ― 8.00 15.00 330 48.8 3.7
23年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 399 14.4 4.2
24年3月期(予想) ― 10.00 ― 10.00 20.00 13.6

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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）

 

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) 25,613 9.6 2,280 13.0 2,084 12.2 1,028 23.0 51.42
通期 58,000 10.9 6,225 8.2 5,800 8.0 2,950 6.2 147.51



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、19ページ「１株当たり情報」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 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 500,431 株 22年3月期 500,000 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 19,998,463 株 22年3月期 23,921,884 株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 49,259 8.6 5,671 32.7 5,808 50.1 2,885 ―
22年3月期 45,365 0.4 4,275 27.0 3,868 26.8 △240 ―

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

円 銭 円 銭

23年3月期 144.28 ―
22年3月期 △10.04 ―

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 33,825 10,188 29.9 505.66
22年3月期 19,338 8,089 41.5 401.25

（参考） 自己資本 23年3月期  10,112百万円 22年3月期  8,024百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
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連結財務諸表の監査手続きは終了しておりません。 

※ 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、３ページ「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析」の「次期の見通し」をご参照く
ださい。 



  

  

○添付資料の目次

１．経営成績 …………………………………………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  4

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………………………………………  4

２．経営方針 …………………………………………………………………………………………………………………  5

（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………………………………………  5

（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………………………………………  5

（３）中長期的な会社の経営戦略 ………………………………………………………………………………………  5

（４）会社の対処すべき課題 ……………………………………………………………………………………………  6

（５）その他、会社の経営上重要な事項 ………………………………………………………………………………  6

３．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  7

（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………  7

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………  9

連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………  9

連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………………  10

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………  11

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………  14

（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  16

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ……………………………………………………………  16

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 ……………………………………………………  17

（８）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………  17

（連結包括利益計算書関係） ………………………………………………………………………………………  17

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  18

（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………  19

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  19

４．その他 ……………………………………………………………………………………………………………………  20

   所在地別の概況 ……………………………………………………………………………………………………  20

エレコム㈱（6750）　平成23年３月期　決算短信

1



(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や設備投資の改善など一部で回復基調にあったものの、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て、企業業績の悪化が懸念されるなど、景気の回復は緩

やかなものに留まりました。 

 当社グループの事業とかかわりの深いパソコン及びデジタル機器業界におきましては、パソコンの出荷台数は、法

人需要の回復及び地上デジタルチューナー内蔵モデルの普及により、前年度を上回る水準で推移したほか、地上デジ

タル放送への完全移行を前に、家電エコポイント制度が薄型テレビの需要を後押しし、また年度後半にはタブレット

ＰＣやスマートフォン等の新たなデジタル機器が普及期に入るなど、パソコンとデジタル機器の垣根を超えた新たな

市場が形成されました。 

 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）関連製品及

びサプライ（注２）製品を中心に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

合わせた販売戦略の一層の強化を図りました。特に、地上デジタル放送対応の薄型テレビの普及に合わせて製品ライ

ンアップを強化したストレージ製品及びネットワーク製品、スマートフォンの普及に合わせて製品ラインアップを強

化したサプライ製品等が、順調にその販売を伸ばしました。 

 これらの結果、売上高は52,309百万円（前連結会計年度比8.0％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5,752百万円（前連結会計年度比43.7％増）、経常利益は

5,369百万円（前連結会計年度比49.5％増）、当期純利益は2,777百万円（前連結会計年度比277.7％増）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、当社グループはパソコン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、その他サプライ製品の販売も堅調に推移したことから、サプ

ライに係る当連結会計年度の売上高は、17,788百万円（前連結会計年度比6.6％増）となりました。 

（ストレージ・メモリ） 

 テレビ録画に対応した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

係る当連結会計年度の売上高は、7,277百万円（前連結会計年度比11.9％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、売上高は前連結会計年度比減少したものの、販売シェアは拡大すること

ができました。この結果、ＩＯデバイスに係る当連結会計年度の売上高は、6,622百万円（前連結会計年度比8.2％

減）となりました。 

（デジタルホーム） 

 地上デジタル放送対応の薄型テレビの普及に合わせた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、イヤホン等のデジタルオーディオプレーヤー向け製品も堅調に推移したことから、デジタルホームに係る当連

結会計年度の売上高は、13,954百万円（前連結会計年度比19.2％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、その他に係る当連結

会計年度の売上高は、6,666百万円（前連結会計年度比5.5％増）となりました。 

１．経営成績

エレコム㈱（6750）　平成23年３月期　決算短信

2



（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、前連結会計年度比については前連結会計年度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。 

② 次期の見通し 

 今後の経済見通しにつきましては、平成23年３月に発生いたしました東日本大震災による今後の経済活動への影響

が懸念され、景気の先行きは予断を許さないものと考えております。 

 当社グループの事業領域である「パソコン及びデジタル機器関連製品」においては、パソコンは既に各家庭に行き

渡り日常の生活シーンに欠かせない情報機器としての地位を確立し、安定した市場に移行しておりますが、近年では

デジタルオーディオプレーヤーの市場が拡大し、地上デジタル放送に対応した薄型テレビ等のデジタル家電の普及、

さらにはタブレットＰＣやスマートフォンなどの新しいデジタル機器が普及期を迎えております。 

 こうした状況下、当社グループは、国内市場においてはサプライ、ＩＯデバイス、ストレージ・メモリおよびデジ

タルホーム関連製品等の幅広い製品分野で新しいデジタル機器に対応した関連製品の開発を強化し売上高の拡大を図

るとともに、海外市場においてもデジタル機器関連製品の製品ラインアップを拡大し、ELECOMブランドの浸透を図っ

てまいります。 

 売上原価は品目別の売上高予算金額をベースに、過年度の売上原価率、販売価格の変動、およびコストダウン施策

を勘案し、販売費及び一般管理費は過年度の実績に、営業活動の効率化、売上高の増加による販売費の増加、広告宣

伝、また新たな製品分野への進出に関する諸費用等を考慮しております。営業外損益は、売上高の増加に伴う売上割

引の増加等を見込んでおります。 

 これらの結果、次期の業績予想につきましては、売上高は58,000百万円（前連結会計年度比10.9％増）、営業利益

は6,225百万円（前連結会計年度比 8.2％増）、経常利益は5,800百万円（前連結会計年度比 8.0％増）、当期純利益

は2,950百万円（前連結会計年度比 6.2％増）となる見通しであります。 

  

〔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 平成23年３月期 前 期 

金額 百分比 金額 百分比 増減率 

サプライ 16,692 34.5  17,788  34.0 6.6

ストレージ・メモリ 6,503 13.4  7,277  13.9 11.9

ＩＯデバイス 7,211 14.9  6,622  12.7 △8.2

デジタルホーム 11,711 24.2  13,954  26.7 19.2

その他 6,318 13.0  6,666  12.7 5.5

合   計 48,438 100.0  52,309  100.0 8.0

〔品目別連結売上高計画〕 （単位：百万円、％）

品目区分 
平成23年３月期 実績 平成24年３月期 計画 前 期 

増減率 金額 百分比 金額 百分比 

サプライ 17,788 34.0  18,764  32.3 5.5

ストレージ・メモリ 7,277 13.9  9,399  16.2 29.2

ＩＯデバイス 6,622 12.7  6,316  10.9 △4.6

デジタルホーム 13,954 26.7  16,177  27.9 15.9

その他 6,666 12.7  7,342  12.7 10.1

合計 52,309 100.0  58,000  100.0 10.9
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(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高（以下「資金」という）は、投資活動の結果使用した資

金が1,570百万円あった一方で、営業活動の結果獲得した資金が2,814百万円、財務活動の結果獲得した資金が8,901

百万円あったこと等により、前連結会計年度末に比べ10,119百万円増加し16,206百万円となりました。 

 当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は2,814百万円（前連結会計年度は3,014百万円の資金の獲得）となりました。主な要

因は、たな卸資産の増加1,432百万円（前連結会計年度は574百万円の増加）、法人税等の支払額2,075百万円（前連

結会計年度は1,116百万円の支払額）があった一方で、税金等調整前当期純利益を5,271百万円（前連結会計年度は

2,253百万円）計上し、減価償却費419百万円（前連結会計年度は434百万円）があったことによるものです。 

（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1,570百万円（前連結会計年度は424百万円の資金の使用）となりました。主な要因

は、有形固定資産の取得による支出439百万円（前連結会計年度は241百万円の支出）、基幹システムの構築等に伴う

無形固定資産の取得による支出659百万円（前連結会計年度は125百万円の支出）、株式会社イデアインターナショナ

ルとの資本・業務提携に伴う関係会社社債の取得による支出400百万円（前連結会計年度は計上なし）、関係会社株

式の取得による支出103百万円（前連結会計年度は計上なし）があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は8,901百万円（前連結会計年度は1,995百万円の資金の使用）となりました。主な要

因は、配当金の支払額359百万円（前連結会計年度は364百万円の支払）があった一方で、平成23年３月に発生しまし

た東日本大震災による経済活動への影響を考慮し万一に備えて10,000百万円を借入れたことにより短期借入金の純増

額が9,263百万円（前連結会計年度は449百万円の純増額）あったことによるものです。  

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

３．有利子負債は連結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。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、業績の向上を努めるとともに将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様

に安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。剰余金の配当につきましては、安定配当の

継続及び当社グループの事業拡大のための内部留保の積極活用を踏まえ、当期純利益（連結）に対して20％以上の配

当性向を目標としており、株式分割（無償）及び増配等により、業績向上による一層の利益還元を実施してまいりま

す。内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、なお一層の業務効率化を推進し、市

場ニーズに応える体制を強化し、さらには、業容拡大を図るために有効投資して株主の皆様のご期待に応えてまいり

たいと考えております。 

 当連結会計年度に係る剰余金の配当につきましては、前述の基本方針に則り１株当たり20円00銭（中間配当金 １

株当たり10円00銭、期末配当金 １株当たり10円00銭）として、期末配当金１株当たり10円00銭を第26回定時株主総

会に提案させていただく予定としております。この結果、当事業年度の配当性向（連結）は、14.4％となります。 

（次期配当見通しについて）  

 当社は１事業年度の配当の回数は取締役会決議による中間配当、および株主総会決議による期末配当の２回を原則

とし、次期の１株当たり中間配当金につきましては10円00銭、同１株当たり期末配当金は10円00銭、同１株当たり年

間配当金は20円00銭を予定しております。  

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 

自己資本比率（％）  44.0  38.7  29.7

時価ベースの自己資本比率（％）  69.8  54.9  54.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  0.6  0.5  3.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  33.3  77.6  155.8
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、クレド（経営の信条）及び行動指針を次のとおり制定し、「実用性・デザイン性が高い製品を創

出し、適正な価格で市場に提供することで消費者の生活空間を豊かに演出する」こと、及び「経営技術を高めること

によって無駄なコストを排除し、市場に受容されることで企業価値を 大化する」ことを基本方針としております。

①クレド（経営の信条） 

エレコムグループは、成長し続ける。 

新たな機会、新たな領域に挑み続けること、 

その中で、社員一人ひとりが、 

誠実さ、謙虚さ、ひたむきな情熱を持ち、 

互いに学び、努力し、挑戦し続けることが 

会社と個人の成長をうみだす。 

エレコムグループの成長を通して、 

より楽しく、より快適で、より創意工夫に 

富んだ商品を創りだし、 

多くのお客様に、喜びを届けること、 

社員の一人ひとりが、自らの成長を感じ、 

視野の拡がりと心の豊かさを得ること、 

そのためにエレコムグループは存在している。 

②行動指針 

・正道を行く 

・志を共有する 

・成果を考える 

・気配りをする 

・謙虚である 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは成長の途上にあり、前述のとおりクレド（経営の信条）の策定に当たっては「成長」を一つのテー

マとし、企業として継続的な成長を図るためにＭ＆Ａや業務提携を含めたあらゆる施策を検討し、実行してまいりま

す。 

 経営指標としては、新製品分野への進出及び海外売上高の拡大等による売上高の前連結会計年度比成長率を重視し

つつ、利益率の改善を進め、売上高経常利益率を 7.0％まで引上げることを中期的な目標としておりましたが、平成

22年３月期における売上高経常利益率は7.4％、平成23年３月期は同10.3％と、連続する２連結会計年度において達

成することができました。 

 今後につきましても、売上高を伸張させつつ必要な先行投資を行い、売上高経常利益率 7％台をターゲットに継続

的な利益成長を目標としてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社の事業領域である「パソコン及びデジタル機器関連製品」においては、パソコンは既に各家庭に行き渡り日常

の生活シーンに欠かせない情報機器としての地位を確立し、安定した市場に移行しておりますが、近年ではデジタル

オーディオプレーヤーの市場が拡大し、地上デジタル放送対応の薄型テレビが普及したほか、タブレットＰＣやスマ

ートフォンなどの新しいデジタル機器が普及期を迎えております。 

 当社グループが一層の成長を果たすために、既存の事業領域である「パソコン及びデジタル機器関連」分野を引続

き強化しながら、新たな事業領域・製品分野への進出を図ってまいります。 

 既存の事業領域である「パソコン及びデジタル機器関連」市場は、ハードウェア、ソフトウェアの両面で技術革新

が速く、今後も多様なニーズに応じた製品開発が続き、新たな需要の創造が続くものと考えられます。当社グループ

においては、これらの市場動向予測を大きなビジネスチャンスとして捉え、パソコン周辺商品・機器はもとより、パ

ソコン及びデジタル機器の多機能化・多用途化にともなう関連製品について、メーカーとしてデザイン性・嗜好性を

追求した商品開発を行うことにより競合他社との差別化を図ってまいります。 

 新たな事業領域・製品分野の進出に当たっては、既存製品分野と新規製品分野または既存事業と新規事業との間

で、マーケティング、商品開発、製品購買、販売チャネル、物流インフラ及びＩＴインフラ等の当社グループが既に

有する機能のうち、複数の機能で関連を持たせながら、リスクを 小限に抑えて事業領域の拡大を図る方針です。 

 市場別には、国内市場においてはサプライ、ＩＯデバイス、ストレージ・メモリおよびデジタルホーム関連製品等

２．経営方針
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の幅広い製品分野で製品ラインアップを強化し、営業活動の効率化を図る一方、グローバルな視点から購買、在庫管

理、物流及び販売面において継続的な改善活動に努め、利益率及び営業キャッシュ・フローの改善を図る方針です。

海外市場においては海外向けの製品ラインアップを拡大し、アライアンスを強化して海外における売上拡大を図る方

針です。また、海外展開の強化に伴い、当社グループの基幹システム等のＩＴインフラを刷新、共通化し、当社グル

ープ各社の経営管理体制を一層強化してまいります。  

 新たな事業領域・製品分野への進出においても、「ヒト（man）と機器（machine）をつなぐもの、“マンマシン・

インターフェース”をさらに快適に、使いやすく」をテーマに、既存の事業領域で培ったデザイン性・嗜好性を追求

した商品開発を行い、当社グループが既に有する機能との関連を持たせ、リスクを 小限に抑えながら、既存の事業

領域では獲得し得ない新たな顧客層を獲得し、既存の事業領域を含めたプロダクトミックスの 適化を図り、リスク

の分散及び事業の拡大を図る方針です。 

(4）会社の対処すべき課題 

 今後の経済見通しにつきましては、平成23年３月に発生いたしました東日本大震災による今後の経済活動への影響

が懸念され、景気の先行きは予断を許さないものと考えております。 

 当社の事業領域である「パソコン及びデジタル機器関連製品」においては、パソコンは既に各家庭に行き渡り日常

の生活シーンに欠かせない情報機器としての地位を確立し、安定した市場に移行しておりますが、近年ではデジタル

オーディオプレーヤーの市場が拡大し、地上デジタル放送に対応した薄型テレビ等のデジタル家電の普及、さらには

タブレットＰＣやスマートフォンなどの新しいデジタル機器が普及期を迎えております。 

 当社グループといたしましては、これら業界動向に鑑み以下の事項を今後の課題と考え、対処してまいる所存で

す。 

①新たな製品分野への進出 

 既存製品分野と新規製品分野または既存事業と新規事業との間で、マーケティング、商品開発、製品購買、販売

チャネル、物流インフラ及びＩＴインフラ等の当社グループが既に有する機能のうち、複数の機能で関連を持たせ

ながら、顧客ニーズに俊敏に対応し、新たな製品分野へ進出することで新たな需要を創造し、業績の向上を図る方

針です。 

②新たな顧客層の獲得  

 当社グループは、コンシューマ向けには主に家電量販店等、法人向けには主に専門商社等を通じて、製品の販売

を行っておりますが、現在の販売チャネルで潜在的ニーズのある全ての顧客層をカバーしておらず、販売チャネル

をより細分化したきめ細かいマーケティング機能の強化により新たな顧客層を獲得し、業績の向上を図る方針で

す。 

 また、当社グループは、欧州及びアジア圏において海外販売子会社を通じた海外市場の開拓に努めております

が、平成23年３月期における連結売上高に占める海外売上高の割合は5.1％と、まだ十分な成果が挙がっていると

は言えません。海外展開にあたっては、海外子会社のマーケティング機能の充実を図り、海外向け製品の開発を強

化するとともに営業機能を一層強化し、引続き海外市場の開拓を図る方針です。 

③利益率の改善 

 当社グループの製品の多くはライフサイクルが短く、また競合他社との販売競争が激しいため、利益率を維持・

向上することは、重要な経営課題の一つと認識しております。当社グループとしましては、グローバルな視点から

購買、在庫管理、物流及び販売面において継続的な改善活動を行い、利益率の改善に努める方針です。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,086,793 16,206,217

受取手形及び売掛金 7,235,914 7,446,865

商品及び製品 5,102,171 6,363,738

仕掛品 364 －

原材料及び貯蔵品 241,300 313,366

繰延税金資産 485,240 1,177,474

その他 490,712 753,190

貸倒引当金 △69,371 △60,459

流動資産合計 19,573,126 32,200,393

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 255,760 346,895

機械装置及び運搬具（純額） 87,082 86,641

土地 290,000 312,697

その他（純額） 218,303 280,147

有形固定資産合計 851,146 1,026,381

無形固定資産   

ソフトウエア 303,093 165,902

ソフトウエア仮勘定 100,565 731,221

その他 26,636 22,734

無形固定資産合計 430,295 919,858

投資その他の資産   

投資有価証券 149,971 561,607

繰延税金資産 354,019 350,922

その他 363,640 290,844

貸倒引当金 △31 △1,585

投資その他の資産合計 867,600 1,201,789

固定資産合計 2,149,043 3,148,029

資産合計 21,722,169 35,348,423
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,312,540 7,485,610

短期借入金 1,325,707 10,506,831

未払金 755,061 1,090,697

未払法人税等 1,376,667 2,194,762

返品調整引当金 149,000 116,000

売上値引等引当金 362,362 416,673

販売促進引当金 45,624 34,875

製品保証引当金 86,300 54,035

賞与引当金 311,163 349,880

為替予約 89,294 623,965

その他 715,460 1,124,918

流動負債合計 12,529,184 23,998,251

固定負債   

長期借入金 50,000 50,000

退職給付引当金 603,223 642,563

役員退職慰労引当金 69,756 75,994

その他 － 23,635

固定負債合計 722,980 792,194

負債合計 13,252,164 24,790,445

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 7,225,392 9,642,817

自己株式 △244,127 △244,469

株主資本合計 8,367,742 10,784,825

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,753 8,149

繰延ヘッジ損益 27,228 △339,118

為替換算調整勘定 △8,793 28,078

その他の包括利益累計額合計 37,188 △302,890

新株予約権 65,074 76,043

純資産合計 8,470,005 10,557,977

負債純資産合計 21,722,169 35,348,423
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 48,438,663 52,309,726

売上原価 31,534,827 33,411,681

売上総利益 16,903,835 18,898,045

返品調整引当金繰入額 46,000 －

返品調整引当金戻入額 － 33,000

差引売上総利益 16,857,835 18,931,045

販売費及び一般管理費 12,855,704 13,178,759

営業利益 4,002,131 5,752,285

営業外収益   

受取利息 386 2,997

受取配当金 1,438 2,448

為替差益 － 74,727

仕入割引 45,353 45,303

受取補償金 3,510 18,310

その他 23,065 44,877

営業外収益合計 73,754 188,665

営業外費用   

支払利息 38,139 20,929

売上割引 390,240 450,347

為替差損 26,163 －

持分法による投資損失 － 84,232

その他 30,286 16,029

営業外費用合計 484,829 571,538

経常利益 3,591,056 5,369,412

特別利益   

固定資産売却益 759 －

退職給付引当金戻入額 254 －

償却債権取立益 － 493

その他 5 －

特別利益合計 1,019 493

特別損失   

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 －

固定資産売却損 － 328

固定資産除却損 5,589 15,178

減損損失 114,630 33,929

特別損失合計 1,338,912 97,925

税金等調整前当期純利益 2,253,163 5,271,979

法人税、住民税及び事業税 1,852,033 2,891,161

法人税等調整額 △334,122 △396,580

法人税等合計 1,517,910 2,494,581

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,777,398

当期純利益 735,252 2,777,398
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,777,398

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △10,603

繰延ヘッジ損益 － △366,347

為替換算調整勘定 － 36,872

その他の包括利益合計 － △340,078

包括利益 － 2,437,319

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 2,437,319

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 707,747 707,747

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 707,747 707,747

資本剰余金   

前期末残高 678,730 678,730

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 678,730 678,730

利益剰余金   

前期末残高 8,993,530 7,225,392

当期変動額   

剰余金の配当 △364,483 △359,973

当期純利益 735,252 2,777,398

自己株式の消却 △2,138,907 －

当期変動額合計 △1,768,138 2,417,424

当期末残高 7,225,392 9,642,817

自己株式   

前期末残高 △554,633 △244,127

当期変動額   

自己株式の取得 △1,828,400 △342

自己株式の消却 2,138,907 －

当期変動額合計 310,506 △342

当期末残高 △244,127 △244,469

株主資本合計   

前期末残高 9,825,374 8,367,742

当期変動額   

剰余金の配当 △364,483 △359,973

当期純利益 735,252 2,777,398

自己株式の取得 △1,828,400 △342

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △1,457,631 2,417,082

当期末残高 8,367,742 10,784,825
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △8,999 18,753

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,752 △10,603

当期変動額合計 27,752 △10,603

当期末残高 18,753 8,149

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △396,187 27,228

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 423,416 △366,347

当期変動額合計 423,416 △366,347

当期末残高 27,228 △339,118

為替換算調整勘定   

前期末残高 △15,322 △8,793

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,529 36,872

当期変動額合計 6,529 36,872

当期末残高 △8,793 28,078

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △420,509 37,188

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 457,697 △340,078

当期変動額合計 457,697 △340,078

当期末残高 37,188 △302,890

新株予約権   

前期末残高 26,711 65,074

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 38,362 10,968

当期変動額合計 38,362 10,968

当期末残高 65,074 76,043
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 9,431,576 8,470,005

当期変動額   

剰余金の配当 △364,483 △359,973

当期純利益 735,252 2,777,398

自己株式の取得 △1,828,400 △342

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 496,060 △329,110

当期変動額合計 △961,571 2,087,972

当期末残高 8,470,005 10,557,977
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(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   

税金等調整前当期純利益 2,253,163 5,271,979

減価償却費 434,082 419,710

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 48,488

減損損失 114,630 33,929

のれん減損損失 1,218,693 －

のれん償却額 81,246 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,214 39,698

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 6,238

売上値引等引当金の増減額（△減少） 187,496 78,883

販売促進引当金の増減額（△減少） 4,300 △10,749

返品調整引当金の増減額（△は減少） 46,000 △33,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 79,679 41,266

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,893 5,114

受取利息及び受取配当金 △1,825 △5,446

支払利息 38,139 20,929

固定資産売却損益（△は益） △759 328

固定資産除却損 5,589 15,178

売上債権の増減額（△は増加） △406,916 △347,867

たな卸資産の増減額（△は増加） △574,467 △1,432,714

前渡金の増減額（△は増加） 3,003 17,462

未収入金の増減額（△は増加） △12,724 7,301

仕入債務の増減額（△は減少） 568,051 251,308

未払金の増減額（△は減少） 1,276 299,436

未払消費税等の増減額（△は減少） 43,779 △5,281

その他 57,275 180,538

小計 4,168,034 4,902,731

利息及び配当金の受取額 1,825 5,448

利息の支払額 △38,852 △18,061

法人税等の支払額 △1,116,018 △2,075,225

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,014,988 2,814,892

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 △48,431 △10,178

有形固定資産の取得による支出 △241,431 △439,217

有形固定資産の売却による収入 1,619 2,350

無形固定資産の取得による支出 △125,252 △659,855

関係会社株式の取得による支出 － △103,550

関係会社社債の取得による支出 － △400,000

その他 △10,983 39,997

投資活動によるキャッシュ・フロー △424,480 △1,570,454
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31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） 449,866 9,263,337

長期借入れによる収入 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △300,000 －

配当金の支払額 △364,483 △359,973

自己株式の取得による支出 △1,828,400 △342

その他 △2,366 △1,533

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,995,383 8,901,488

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,857 △26,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 610,982 10,119,424

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期末残高 6,086,793 16,206,217
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 該当事項はありません。  

  

①連結の範囲に関する事項  

イ．連結子会社の状況 

連結子会社の数  ８社 

連結子会社の名称 

ELECOM KOREA CO.,LTD. 

宜麗客(上海)貿易有限公司 

ロジテック株式会社 

ロジテックＩＮＡソリューションズ株式会社  

ednet GmbH 他３社 

ロジテックＩＮＡソリューションズ株式会社は平成22年10月１日に新たに設立したため、連結の範囲に含

めております。 

ロ．非連結子会社の状況 

該当事項はありません。  

②持分法の適用に関する事項 

イ．持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況  

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数  １社 

持分法適用会社の名称 

株式会社イデアインターナショナル  

株式会社イデアインターナショナルは平成22年９月30日に新たに株式を取得したため、持分法の適用の

範囲に含めております。 

ロ．持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況  

該当事項はありません。 

なお、上記「①連結の範囲に関する事項」及び「②持分法の適用に関する事項」以外については、 近の有価証券

報告書（平成22年６月30日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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会計方針の変更  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「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、営業利益及び経常利益はそれぞれ6,408千円、税金等調整前当期純利益は54,896千円減少してお

ります。  

 （「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） 

 当連結会計年度より、「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。 

 これによる連結財務諸表に与える影響はございません。 

 （企業結合に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度より、「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。 

表示方法の変更 

（連結損益計算書関係） 

 当連結会計年度より、「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）に基

づき「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日

内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。 

 前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「償却債権取立益」は、当連結会計

年度において、特別利益の総額の100分の10を超えたため区分掲記いたしました。 

 なお、前連結会計年度末の「償却債権取立益」は５千円であります。  

追加情報 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。  

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１.  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

２.  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

(7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(8)連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 1,192,949千円

少数株主に係る包括利益 － 

計 1,192,949 

その他有価証券評価差額金 27,752千円

繰延ヘッジ損益 423,416 

為替換算調整勘定 6,529 

計 457,697 
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 当社グループの事業は、パソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売のみであるため、事業の種類

別セグメント情報は記載しておりません。  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

（注）１．国又は地域は、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 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,192,095千円であり、その主な

ものは、当社の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,523,809千円であり、その主なものは、当

社での管理部門の資産及び長期投資資金（投資有価証券）等に係る資産であります。  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 当社グループの事業は、パソコン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） 

 当連結会計年度より、「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．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

  売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  45,746,886  2,266,076  425,700  48,438,663  －  48,438,663

(2）
セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 462,089  43,565  888,549  1,394,203 (1,394,203)  －

  計  46,208,976  2,309,641  1,314,249  49,832,867 (1,394,203)  48,438,663

  営業費用  40,389,980  2,931,709  1,348,565  44,670,255 (233,723)  44,436,531

  
営業利益 
又は営業損失(△) 

 5,818,995  △622,067  △34,315  5,162,611 (1,160,480)  4,002,131

Ⅱ 資産  17,887,897  2,114,768  499,992  20,502,658  1,219,511  21,722,169

ｃ．海外売上高

ｄ．セグメント情報
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 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（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。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円 420.27

１株当たり当期純利益金額 円 30.74

 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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円 524.14

１株当たり当期純利益金額 円 138.88

  
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  735,252  2,777,398

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  735,252  2,777,398

期中平均株式数（千株）  23,921  19,998

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

普通株式増加数（千株）  －  －

（うちストックオプション） （－） （ ） －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

平成20年６月27日定時株主総会決議

ストックオプション229,000株。 

平成20年６月27日定時株主総会決議

ストックオプション 株。 223,000

（重要な後発事象）
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 所在地別の概況  

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３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．その他

  
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  49,899,413  1,815,788  594,524  52,309,726  －  52,309,726

(2）
地域間の内部売上高または
振替高 

 577,946  －  687,996  1,265,942 (1,265,942)  －

  計  50,477,360  1,815,788  1,282,520  53,575,669 (1,265,942)  52,309,726

  
営業利益 
又は営業損失(△) 

 7,147,359  △377,097  18,804  6,789,066 (1,036,780)  5,752,285
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