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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 22,502 44.0 337 ― 293 ― 230 ―
22年3月期 15,631 △27.9 △50 ― △93 ― △179 ―

（注）包括利益 23年3月期 157百万円 （―％） 22年3月期 △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 47.98 ― 5.6 3.6 1.5
22年3月期 △36.90 ― △4.3 △1.2 △0.3

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―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 8,505 4,145 48.7 867.59
22年3月期 7,690 4,036 52.5 830.79

（参考） 自己資本   23年3月期  4,145百万円 22年3月期  4,036百万円

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 △446 △25 715 975
22年3月期 38 19 78 751

2.  配当の状況 

（注）平成24年3月期の配当予想額は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段階で改めて公表いたします。 

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 ― 0.00 ― 1.00 1.00 4 ― 0.1
23年3月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00 38 16.7 0.9
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

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） 
（注）連結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段階で改めて公表いたします。 



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） ： 無  

(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） 

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 5,158,230 株 22年3月期 5,158,230 株
② 期末自己株式数 23年3月期 379,482 株 22年3月期 299,398 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 4,808,128 株 22年3月期 4,862,236 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 16,291 56.3 81 ― 109 ― 93 ―
22年3月期 10,425 △36.8 △292 ― △312 ― △362 ―

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 19.49 ―
22年3月期 △74.61 ―

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 6,774 3,622 53.5 758.02
22年3月期 6,243 3,582 57.4 737.33

（参考） 自己資本 23年3月期  3,622百万円 22年3月期  3,582百万円

※ 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連結財務諸表の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連結
財務諸表の監査手続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。 
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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、中国を中心とするアジア地域の継続的な需要拡大、会計年度

前半の補助金制度をはじめとする政府の景気刺激策が功を奏し、緩やかながら回復傾向が持続した一

方、デフレーションおよび円高の進行、国内の雇用不安による個人消費意欲の低迷、そして、平成23年

３月11日に発生した東日本大震災の影響により、将来の景気動向は極めて不透明かつ懸念を抱えた状況

となりました。  

 半導体および半導体関連電子機器市場については、世界的には、中国をはじめとする新興市場向けの

需要が堅調に推移し、国内では、会計年度前半に政府の景気対策に後押しされる形で地上波完全デジタ

ル化に向けた薄型テレビおよびレコーダー等機器の出荷台数が増加したほか、自動車関連機器の特需も

見られ、特定分野においては活況となりました。しかしながら、会計年度後半に移ると、景気対策の一

部終了等に伴って買い換え需要も一段落し、さらに前述の震災の影響により、復興に向けた新たな需要

も見込まれる一方、失われた生産能力の回復への懸念など、年度末に向けて急速に落ち込みを見せ始め

ました。 

 このような状況下、当社グループは、アナログＩＣ、マイコン（マイクロプロセッサー）等の拡販活

動を既存のフィールドで推進すると同時に、新しい商材およびマーケットの発掘に積極的に取り組み、

お客様にとってより魅力的な商品ラインナップ、特化した技術力に裏付けられた提案力により、事業拡

大とともに他社との差別化を図るべく全力で活動してまいりました。また、震災以降、さらに注目され

る環境・エコロジー関連ビジネス（ＬＥＤ照明、スマートグリッド、太陽光発電等）の開拓も継続的に

推進しておりますが、当該ビジネスもすでに形を成し、新たな売上および利益の創出に寄与していま

す。  

 この結果、当連結会計年度の売上高は、225億2百万円（前年同期比44.0％増）となりました。  

 損益につきましては、営業利益3億37百万円（前年同期は営業損失50百万円）、経常利益2億93百万円

（前年同期は経常損失93百万円）、当期純利益2億30百万円（前年同期は当期純損失1億79百万円）とな

りました。  

 積極的な販売およびマーケティング活動に加え、たな卸資産の徹底的な管理、各種コストの削減等、

収益向上施策を継続的に実行することにより、通期としては３期ぶりに黒字を実現することができまし

た。  

 売上高をアプリケーション分野別に見ますと、家庭用ゲーム機器を中心に民生分野向けの需要が拡大

し、売上の伸長を大きく牽引しました。また、工業用センサーなど産業機器分野も堅実な伸びを見せま

した。その他、車載エレクトロニクス機器向け、情報通信機器向けについても、前年同期の売上高を上

回っています。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響が懸念されますが、

半導体および半導体関連電子機器市場については、国内には、デフレ、円高、雇用不安など懸念材料が

あるものの、世界全体としては、アジア諸国の市場拡大に牽引される形で、緩やかながらも回復傾向が

継続するものと予想されます。  

 このような状況下、当社グループは、アナログＩＣ、マイコンを中心とする既存ビジネスを拡大する

一方、それに囚われることなく、新規商材の開拓、環境・エコロジーをはじめとする新しいマーケット

の開拓にチャレンジブルに取り組み、新たなビジネスの創出に全力で注力することで、日本の復興・再

構築に貢献しつつ、事業拡大、高収益を実現し、企業としてさらなる飛躍を成し遂げたいと考えており

ます。  

 なお、平成24年３月期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）の連結業績予想につきましては、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段階で改めて公表いたします。  

  

①資産、負債及び純資産の状況  

 総資産は、前連結会計年度末と比較し8億15百万円増加し、85億5百万円となりました。これは主とし

て、売上債権、現金及び預金、たな卸資産の増加等によるものであります。  

 負債は、前連結会計年度末と比較し7億6百万円増加し、43億59百万円となりました。これは主とし

て、仕入債務、短期借入金、長期借入金の増加等によるものであります。  

 純資産は、41億45百万円となり、自己資本比率は48.7％となりました。  

 ②キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して2億23百万円増加

し、9億75百万円となりました。  

 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あります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の2億85百万円、仕入債務の増加等

の収入はありましたが、売上債権、たな卸資産の増加等により、4億46百万円の支出となりました。  

（投資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・フローは、固定資産の取得等により、25百万円の支出となりました。  

（財務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・フローは、短期借入金、長期借入金の増加等により、7億15百万円の収

入となりました。  

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）時価ベ－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－  

インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロ－／利払い  

※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います。  

※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。  

※平成19年３月期及び平成23年３月期は営業キャッシュ・フロ－がマイナスのため、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・レシオは記載しておりません。  

  

当社は、株主への利益還元を経営の重要政策とし、安定配当の継続及び配当性向の向上に留意すると

ともに、総合的な経営基盤の強化および事業展開に必要な資金を内部留保すべく努力したいと考えてお

ります。  

 この方針のもと、当期の期末配当金は、平成22年８月４日に発表いたしましたとおり、前期より１株

当たり2円増配の、1株当たり3円とさせていただきたいと存じます。この結果、年間配当金は前期に比

べ7円増配の１株当たり8円、連結での配当性向は16.7％となります。 

 次期（平成24年3月期）の配当につきましては、東日本大震災の影響により、業績予想の合理的な算

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段階で改めて公

表いたします。 

  

平成19年３月期 平成20年３月期 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 36.4% 40.7% 55.4% 52.5% 48.7%

時価ベースの自己資本比率 23.3% 13.4% 6.0% 10.9% 15.3%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

－ 282.7% 81.6% 5,885.5% －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

－ 903.9% 2,608.6% 74.6% －

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの事業その他のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項は、以下のと

おりであります。なお、文中における将来に関する事項は、本開示資料提出日（平成23年5月12日）現

在において判断したものであります。 

（半導体市況に関するリスク） 

 当社の取り扱う半導体および半導体関連商品の需要は、世界的な経済動向から生じる雇用環境、消費

者の購買意欲、企業の設備投資意欲などの変化に大きく左右される性質を持つほか、当社の主要なお客

様である大手電子機器メーカー、大手電子部品メーカーの所在する国、地域の経済状況にも大きく影響

を受けます。  

 当社グループの業績は、世界的な経済変動、あるいは、お客様の所在する国、地域での経済変動によ

り、影響を受ける可能性があります。  

（販売先に関するリスク）  

 当社グループの主な販売先である電子機器メーカーの生産動向、生産拠点の海外移管などによる商流

の変更等により、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。当社グループは、民生分野、情

報通信分野、産業機器分野、車載機器分野等の販売先に幅広く拡販することで、これらのリスクの軽減

に努めております。  

（仕入先に関するリスク）  

 当社グループは主に海外メーカーから半導体製品の仕入を行っており、主な仕入先とは半導体に関す

る販売代理店契約を締結しております。当該販売代理店契約のほとんどは１年毎に契約更新を行うこと

となっていますが、契約が更新されない（期間満了を以て契約終了）、または期間途中で契約解除ある

いは解消となった場合には、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。これらのリスクを回

避するため、当社グループは、現有仕入先との関係強化を図るとともに、特定の仕入先への依存比率を

低減すべく、新たな仕入先とのビジネス拡充に努めてまいります。  

（在庫保有に関するリスク）  

 当社グループは、販売先へ商品を安定供給するため、半導体製品等のたな卸資産（在庫）を当連結会

計年度末で、年商平均月商の1.5ヶ月にあたる27億68百万円保有しており、半導体市況によっては、こ

れらのたな卸資産が陳腐化し当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。 

（為替に関するリスク）  

 販売先の生産拠点の海外シフトに伴い、海外向け販売が増大しております。その結果、外貨建て取引

が増加傾向にあり、為替変動による影響が増加しております。当該リスク対策として、為替変動による

影響を抑えるため、外貨建ての仕入と売上をバランスさせるほか、為替予約等を利用しておりますが、

為替相場の変動により、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。 

（キャッシュ・フローの状況の変動）  

 当社グループの仕入先である外国系半導体メーカーへの仕入代金の支払は、仕入から概ね30日程度の

支払期限となっているのに対し、販売先からの商品代金のキャッシュによる回収は、数ヶ月を要するの

が取引慣行となっております。そのため、業容拡大時におけるキャッシュ・フローの状況は、売上債権

の拡大に比較して、仕入債務が増加しにくい状況にあり、営業キャッシュ・フローがマイナスになるな

ど、キャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。  

(4) 事業等のリスク
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当グループは、当社及び連結子会社３社 (AMSC SINGAPORE PTE. LTD., AMSC ELECTRONICS HONG KONG 

LTD.,阿姆斯克（上海）貿易有限公司)により構成されており、電子機器・部品(主として半導体)の仕入、

販売を主な内容として事業活動を展開しております。なお、関連会社はありません。 

当社と連結子会社との事業上の関係は次のとおりであります。 

 
  

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

2. 企業集団の状況

区分 会社名 取引内容

連結子会社 AMSC SINGAPORE PTE. LTD. 当社商品の販売先、仕入先

連結子会社 AMSC ELECTRONICS HONG KONG LTD. 当社商品の販売先、仕入先

連結子会社 阿姆斯克（上海）貿易有限公司 当社商品の販売先
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当社は、外国系の半導体を中心に取り扱う独立系の技術商社として、「半導体、電子部品、ソフトウ

ェア開発など、 新かつ多岐に渡る商材とソリューションを提供し、より質の高い提案力、技術力、サ

プライチェーン・パフォーマンスを追及する事により、お客様の世界規模での開発、生産活動に貢献す

る」「お客様、株主様からの信頼をより高める事は元より、社員一人ひとりがより人間性豊かな人と成

るべく切磋琢磨し、新しい時代の一翼を担える人材を培い輩出できる組織となる」を経営方針・ビジョ

ンに掲げております。  

 海外半導体トップメーカーのクオリティーの高い製品、様々なニーズに応じた多様な商材を多様な形

態で提供、専門性の高い技術力をはじめとする各種サポートによりお客様の製品開発を支援、また、次

代を担う優秀な人材を輩出することにより、エレクトロニクス業界の発展に寄与することを経営の基本

方針とし、ビジネスの成長とともに安定的な利益造出基盤の確立に努め、株主価値の増大を図る経営を

推進していく所存であります。  

  

当社は、事業規模の拡大と安定的な利益造出基盤の確立を目指しております。そのための経営指標と

して、売上高経常利益率および株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上を掲げています。 

  

当社は、民生、情報通信、産業機器および車載の４分野をターゲットマーケットと捉え、アナログＩ

Ｃ、マイコン等の拡販とともに、新規商材の発掘および拡販を、営業力、技術力の両輪で推し進めてま

いります。  

「選択と集中」の方針のもと、売れる商品、利益を生み出す技術にリソースを集め、仕入先との強固な

連携のもと、お客様の満足を得るとともに、グローバルな競争に打ち勝つため、下記の施策を推進して

おります。  

①販売戦略  

‘顧客’をビジネスの基点と捉え、お客様のニーズを的確に把握、またそれを満たすべく幅広い提案、

サポート、商品提供を行ってまいります。経営、営業がお客様とより深く結びつき、お客様と共に開

発・調達課題を共有することにより、付加価値・存在価値を創出、既存ビジネスの深耕と新規顧客開拓

を実現し、売上、収益の拡大を図ります。また、営業リソース増強、顧客訪問頻度向上等、量と質の向

上も同時に行います。  

②製品戦略  

アナログＩＣ、パワーマネジメントＩＣ、マイコンをはじめとする既存取扱商品とともに、新規商材の

発掘に注力し、これらの拡販にリソースを集中いたします。また、ＤＳＰ（デジタル・シグナル・プロ

セッサー）とソフトウエアの組み合わせによる商品力の強化等を通じ、既存マーケットの拡大と新規参

入を図ります。その他お客様の求める製品ニーズを的確且つ柔軟に捉え、幅広く製品ラインナップを拡

充してまいります。  

③技術戦略  

アナログＩＣ、パワーマネジメントＩＣ、マイコン、ＤＳＰ等半導体の豊富な経験・知識、高いスキル

を有するＦＡＥ、エンジニアを揃え、提案力、開発サポート力を 大の強みとして、ソフトウエア、ハ

ードウエア両面からの充実したサポートにより、顧客満足度の向上、他社との競争力の向上を図りま

す。  

④地域戦略  

近年成長めざましいアジア市場を重視し、積極的な販売活動を展開します。海外現地法人の技術面・物

流面でのサポート力を高めると同時に、国内との密接な連携により、今後一層増大するお客様の海外生

産シフトに、綿密な対応を図ります。また、海外における販売代理店権を 大限に活かし、迅速なレス

ポンス、タイムリーなサポート等、お客様に快適な開発環境をご提供します。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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当社グループは、従来の枠組み、概念に囚われない柔軟な営業活動による既存事業の深耕、新規事業

の開拓により、安定的な利益造出基盤の確立を進めており、その実現のために「顧客密着型商社の実

現」「リージョン別機能の先鋭化」「新時代に向けた商材提供、アプリケーション開拓・開発支援」を

事業戦略として遂行します。  

 「顧客密着型商社の実現」としては、商材の拡充を行い、多様な商材を多様な形態で提供することに

よる「One Stop Shopping」の実現、日系セットメーカー、モジュールメーカーに加え、EMS顧客とのタ

イアップ強化による顧客層の拡充を図ります。  

 「リージョン別機能の先鋭化」としては、リージョン（地域）に応じてFAE（技術力を備えた技術営

業職）を重点配置し、デザイン・イン活動を活性化するとともに、海外においても、部材調達、在庫機

能、品質サポート体制を強化するにとどまらず、現地デザイン・インの実現を目指します。  

 「新時代に向けた商材提供、アプリケーション開拓・開発支援」としては、環境・エコロジー関連を

はじめとする今後大きな成長が期待できる新規マーケットのさらなる開拓、また、それに伴う新しい商

材の発掘に注力するとともに、従来からの民生、情報通信、産業機器、車載分野においても新たなアプ

リケーションを見出し、新しいビジネスを育てます。  

 上記の活動により、販売規模よりもむしろ機能、付加価値、ソリューションの品質を向上させること

で他社との差別化を図り、お客様から常に選ばれる商社、Silicon Solution Providerとしての地位を

確固たるものにしてまいります。  

  

該当事項はありません。 

  

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項

（株）アムスク（7468）平成23年3月期　決算短信

8



4. 連結財務諸表等 
 (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 751,541 975,308

受取手形及び売掛金 3,634,536 4,019,719

たな卸資産 2,590,509 2,768,410

繰延税金資産 542 205

その他 170,203 290,547

貸倒引当金 △2,946 △3,094

流動資産合計 7,144,387 8,051,095

固定資産   

有形固定資産   

建物 21,746 21,746

減価償却累計額 △16,920 △17,663

建物（純額） 4,826 4,083

車両運搬具 13,425 11,997

減価償却累計額 △13,425 △11,997

車両運搬具（純額） － －

工具、器具及び備品 107,321 102,558

減価償却累計額 △89,457 △86,584

工具、器具及び備品（純額） 17,863 15,974

土地 1,684 1,684

有形固定資産合計 24,374 21,742

無形固定資産   

ソフトウエア 117,236 39,726

電話加入権 5,168 5,168

無形固定資産合計 122,405 44,895

投資その他の資産   

投資有価証券 114,546 111,746

長期貸付金 425 －

繰延税金資産 117 97

投資不動産 208,815 211,667

減価償却累計額 △13,908 △15,668

投資不動産（純額） 194,907 195,999

その他 89,884 81,326

貸倒引当金 △846 △1,000

投資その他の資産合計 399,035 388,170

固定資産合計 545,815 454,807

資産合計 7,690,203 8,505,903
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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   

買掛金 1,169,946 1,234,801

短期借入金 2,269,801 2,630,895

1年内返済予定の長期借入金 － 60,000

未払法人税等 22,136 14,670

賞与引当金 60,925 77,986

その他 98,683 99,303

流動負債合計 3,621,493 4,117,656

固定負債   

長期借入金 － 210,000

繰延税金負債 6,674 13,892

負ののれん 24,375 17,411

その他 970 970

固定負債合計 32,020 242,273

負債合計 3,653,513 4,359,930

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,051,740 1,051,740

資本剰余金 1,439,295 1,439,295

利益剰余金 1,681,895 1,883,843

自己株式 △86,365 △106,223

株主資本合計 4,086,565 4,268,656

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,728 4,470

為替換算調整勘定 △59,604 △127,153

その他の包括利益累計額合計 △49,875 △122,683

純資産合計 4,036,689 4,145,972

負債純資産合計 7,690,203 8,505,903
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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 15,631,543 22,502,531

売上原価 13,851,481 20,221,668

売上総利益 1,780,062 2,280,863

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 217,202 261,684

広告宣伝費 3,518 3,075

旅費及び交通費 65,391 69,921

役員報酬 83,538 100,973

従業員給料及び手当 686,846 691,822

賞与引当金繰入額 60,925 78,172

退職給付費用 23,789 23,769

福利厚生費 128,443 146,184

賃借料 156,975 118,170

交際費 9,461 6,540

消耗品費 10,182 12,044

減価償却費 100,556 97,621

その他 283,385 333,617

販売費及び一般管理費合計 1,830,215 1,943,600

営業利益又は営業損失（△） △50,153 337,262

営業外収益   

受取利息 448 184

受取配当金 735 1,102

金利スワップ評価益 4,910 －

負ののれん償却額 6,964 6,964

投資不動産賃貸料 8,826 9,600

その他 5,078 10,412

営業外収益合計 26,963 28,263

営業外費用   

支払利息 51,676 55,903

手形売却損 － 3,278

売上債権売却損 － 3,723

為替差損 9,918 5,609

その他 8,263 3,693

営業外費用合計 69,858 72,208

経常利益又は経常損失（△） △93,048 293,318

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,477

事業構造改善費用 41,777 －

特別損失合計 41,777 7,477

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△134,825 285,840
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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) 

法人税、住民税及び事業税 43,576 43,965

法人税等調整額 997 11,174

法人税等合計 44,574 55,139

少数株主損益調整前当期純利益 － 230,700

当期純利益又は当期純損失（△） △179,400 230,700
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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 － 230,700

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △5,258

為替換算調整勘定 － △67,549

その他の包括利益合計 － △72,807

包括利益 － 157,893

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 157,893

（株）アムスク（7468）平成23年3月期　決算短信

13



  (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 1,051,740 1,051,740

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,051,740 1,051,740

資本剰余金   

前期末残高 1,439,295 1,439,295

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,439,295 1,439,295

利益剰余金   

前期末残高 1,861,296 1,681,895

当期変動額   

剰余金の配当 － △28,752

当期純利益又は当期純損失（△） △179,400 230,700

当期変動額合計 △179,400 201,948

当期末残高 1,681,895 1,883,843

自己株式   

前期末残高 △81,854 △86,365

当期変動額   

自己株式の取得 △4,511 △19,857

当期変動額合計 △4,511 △19,857

当期末残高 △86,365 △106,223

株主資本合計   

前期末残高 4,270,477 4,086,565

当期変動額   

剰余金の配当 － △28,752

当期純利益又は当期純損失（△） △179,400 230,700

自己株式の取得 △4,511 △19,857

当期変動額合計 △183,911 182,090

当期末残高 4,086,565 4,268,656
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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 825 9,728

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,903 △5,258

当期変動額合計 8,903 △5,258

当期末残高 9,728 4,470

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △4,349 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,349 －

当期変動額合計 4,349 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 △33,521 △59,604

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,082 △67,549

当期変動額合計 △26,082 △67,549

当期末残高 △59,604 △127,153

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △37,045 △49,875

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,830 △72,807

当期変動額合計 △12,830 △72,807

当期末残高 △49,875 △122,683

純資産合計   

前期末残高 4,233,431 4,036,689

当期変動額   

剰余金の配当 － △28,752

当期純利益又は当期純損失（△） △179,400 230,700

自己株式の取得 △4,511 △19,857

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,830 △72,807

当期変動額合計 △196,742 109,283

当期末残高 4,036,689 4,145,972
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△134,825 285,840

減価償却費 102,326 99,381

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,023 302

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,992 17,061

受取利息及び受取配当金 △1,183 △1,287

支払利息 51,676 55,903

為替差損益（△は益） △16,047 △45,268

売上債権の増減額（△は増加） △557,608 △549,911

たな卸資産の増減額（△は増加） 323,558 △250,578

預り金の増減額（△は減少） △262,776 △2,142

仕入債務の増減額（△は減少） 507,403 177,668

未収入金の増減額（△は増加） 107,257 △132,409

その他 580 9,489

小計 121,328 △335,950

利息及び配当金の受取額 1,183 1,287

利息の支払額 △47,910 △57,146

法人税等の支払額 △36,035 △54,295

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,566 △446,105

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 △9,060 △12,581

無形固定資産の取得による支出 △11,488 △8,334

投資有価証券の取得による支出 △5,663 △6,066

その他 45,295 1,355

投資活動によるキャッシュ・フロー 19,082 △25,627

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） 83,482 494,361

長期借入れによる収入 － 270,000

配当金の支払額 △870 △28,510

自己株式の取得による支出 △4,511 △19,857

財務活動によるキャッシュ・フロー 78,100 715,994

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,328 △20,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 121,420 223,766

現金及び現金同等物の期首残高 630,121 751,541

現金及び現金同等物の期末残高 751,541 975,308
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該当事項はありません。 

  

 
  

当社及び連結子会社は、電子機器・部品の販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報

については記載しておりません。  

(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の変更

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)

―――― 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  
 当連結会計年度から平成20年３月31日公表の「資産除
去債務に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業
会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用
指針第21号）を適用しております。この結果、従来の方
法によった場合に比べて、営業利益及び経常利益はそれ
ぞれ1,128千円減少し、税金等調整前当期純利益は8,606
千円減少しております。 

(セグメント情報)
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(注) 算定上の基礎 

１. １株当たり純資産額 

 
  

  

２. １株当たり当期純利益又は当期純損失 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
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株当たり純資産額 830円79銭 867円59銭

１株当たり当期純利益又は当期純損

失（△）
△36円90銭 47円98銭

潜在株式調整後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
益については、潜在株式が存在しな
いためかつ１株当たり当期純損失の
ため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益については、潜在株式が存在しな
いため記載しておりません。 
 

項目
前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

当連結会計年度末
(平成23年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部

の合計額（千円）
4,036,689 4,145,972

普通株式に係る純資産額（千

円）
4,036,689 4,145,972

普通株式の発行済株式 数

（株）
5,158,230 5,158,230

普通株式の自己株式数（株） 299,398 379,482

１株当たり純資産額の算定に

用いられた 普通株式 の数

（株）

4,858,832 4,778,748

項目
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)

当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
△179,400 230,700

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― －

普通株式に係る 

当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）

△179,400 230,700

普通株式の期中平均株式数

（株）
4,862,236 4,808,128

(重要な後発事象)
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5. 財務諸表等 
 (1) 貸借対照表 

(単位：千円)

当事業年度 
(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 610,680 750,833

受取手形 198,252 146,738

売掛金 2,569,471 3,146,057

商品 2,027,886 1,837,311

前払費用 35,420 35,272

未収入金 88,970 236,527

その他 4,812 4,326

貸倒引当金 △2,946 △3,094

流動資産合計 5,532,548 6,153,972

固定資産   

有形固定資産   

建物 21,746 21,746

減価償却累計額 △16,920 △17,663

建物（純額） 4,826 4,083

工具、器具及び備品 96,251 91,378

減価償却累計額 △81,861 △78,349

工具、器具及び備品（純額） 14,389 13,028

土地 1,684 1,684

有形固定資産合計 20,900 18,796

無形固定資産   

ソフトウエア 116,925 39,546

電話加入権 5,168 5,168

無形固定資産合計 122,094 44,715

投資その他の資産   

投資有価証券 114,546 111,746

関係会社株式 145,645 145,645

関係会社出資金 24,012 24,012

従業員に対する長期貸付金 425 －

破産更生債権等 121 －

投資不動産 208,815 211,667

減価償却累計額 △13,908 △15,668

投資不動産（純額） 194,907 195,999

敷金及び保証金 87,449 79,074

その他 2,035 2,002

貸倒引当金 △846 △1,000

投資その他の資産合計 568,296 557,480

固定資産合計 711,291 620,992

資産合計 6,243,839 6,774,964
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(単位：千円)

当事業年度 
(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 864,979 995,697

短期借入金 1,635,200 1,721,900

1年内返済予定の長期借入金 － 60,000

未払金 50,168 35,984

未払費用 21,602 21,387

未払法人税等 9,946 13,733

賞与引当金 60,925 77,986

預り金 10,121 9,052

その他 690 2,807

流動負債合計 2,653,635 2,938,550

固定負債   

長期借入金 － 210,000

繰延税金負債 6,674 3,066

その他 970 970

固定負債合計 7,644 214,036

負債合計 2,661,279 3,152,586

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,051,740 1,051,740

資本剰余金   

資本準備金 1,439,295 1,439,295

資本剰余金合計 1,439,295 1,439,295

利益剰余金   

利益準備金 66,854 66,854

その他利益剰余金   

別途積立金 2,327,500 1,000,000

繰越利益剰余金 △1,226,192 166,241

利益剰余金合計 1,168,161 1,233,095

自己株式 △86,365 △106,223

株主資本合計 3,572,831 3,617,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,728 4,470

評価・換算差額等合計 9,728 4,470

純資産合計 3,582,560 3,622,377

負債純資産合計 6,243,839 6,774,964
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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 10,425,304 16,291,252

売上原価   

商品期首たな卸高 2,621,459 2,027,886

当期商品仕入高 8,522,248 14,339,017

合計 11,143,707 16,366,904

商品期末たな卸高 2,027,886 1,837,311

売上原価合計 9,115,821 14,529,592

売上総利益 1,309,482 1,761,660

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 123,391 150,538

広告宣伝費 3,518 3,075

旅費及び交通費 56,484 58,845

役員報酬 72,750 89,985

従業員給料及び手当 630,253 632,628

賞与引当金繰入額 60,925 77,986

退職給付費用 23,789 23,769

福利厚生費 121,772 139,799

賃借料 131,309 94,123

交際費 7,785 4,652

消耗品費 9,188 11,006

減価償却費 98,424 96,069

管理諸費 95,346 126,344

その他 166,941 171,206

販売費及び一般管理費合計 1,601,880 1,680,031

営業利益又は営業損失（△） △292,397 81,629

営業外収益   

受取利息 351 249

受取配当金 735 37,642

受取手数料 14,352 15,001

受取保証料 7,179 8,830

金利スワップ評価益 4,910 －

投資不動産賃貸料 8,826 9,600

その他 4,568 10,256

営業外収益合計 40,924 81,581
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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) 

営業外費用   

支払利息 42,707 39,177

手形売却損 － 3,278

売上債権売却損 － 3,723

為替差損 10,122 4,230

その他 8,221 3,692

営業外費用合計 61,051 54,102

経常利益又は経常損失（△） △312,524 109,108

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,477

事業構造改善費用 41,777 －

特別損失合計 41,777 7,477

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △354,302 101,630

法人税、住民税及び事業税 8,467 7,943

法人税等合計 8,467 7,943

当期純利益又は当期純損失（△） △362,770 93,686
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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 1,051,740 1,051,740

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,051,740 1,051,740

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,439,295 1,439,295

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,439,295 1,439,295

資本剰余金合計   

前期末残高 1,439,295 1,439,295

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,439,295 1,439,295

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 66,854 66,854

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 66,854 66,854

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,327,500 2,327,500

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △1,327,500

当期変動額合計 － △1,327,500

当期末残高 2,327,500 1,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △863,422 △1,226,192

当期変動額   

剰余金の配当 － △28,752

当期純利益又は当期純損失（△） △362,770 93,686

別途積立金の取崩 － 1,327,500

当期変動額合計 △362,770 1,392,433

当期末残高 △1,226,192 166,241

利益剰余金合計   

前期末残高 1,530,931 1,168,161

（株）アムスク（7468）平成23年3月期　決算短信

23



(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) 

当期変動額   

剰余金の配当 － △28,752

当期純利益又は当期純損失（△） △362,770 93,686

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △362,770 64,933

当期末残高 1,168,161 1,233,095

自己株式   

前期末残高 △81,854 △86,365

当期変動額   

自己株式の取得 △4,511 △19,857

当期変動額合計 △4,511 △19,857

当期末残高 △86,365 △106,223

株主資本合計   

前期末残高 3,940,112 3,572,831

当期変動額   

剰余金の配当 － △28,752

当期純利益又は当期純損失（△） △362,770 93,686

自己株式の取得 △4,511 △19,857

当期変動額合計 △367,281 45,076

当期末残高 3,572,831 3,617,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 825 9,728

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,903 △5,258

当期変動額合計 8,903 △5,258

当期末残高 9,728 4,470

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △4,349 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,349 －

当期変動額合計 4,349 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △3,523 9,728

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,252 △5,258

当期変動額合計 13,252 △5,258

当期末残高 9,728 4,470
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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) 

純資産合計   

前期末残高 3,936,589 3,582,560

当期変動額   

剰余金の配当 － △28,752

当期純利益又は当期純損失（△） △362,770 93,686

自己株式の取得 △4,511 △19,857

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,252 △5,258

当期変動額合計 △354,029 39,817

当期末残高 3,582,560 3,622,377
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 該当事項はありません。 

  

役員の異動 

 役員の異動につきましては開示内容が定まり次第、別途開示いたします。  

(4)継続企業の前提に関する注記

６.その他
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