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1.  平成23年9月期第2四半期の業績（平成22年10月1日～平成23年3月31日） 

(注) 当社は、当事業年度より第２四半期の業績開示を行っているため、22年９月期第２四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2四半期 39,477 ― △211 ― △240 ― △166 ―
22年9月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △65.95 ―
22年9月期第2四半期 ― ―

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2四半期 25,017 6,031 24.1 2,384.67
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2四半期  6,031百万円 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  有  
東日本大震災の影響により、業績見通しを立てることが困難なため、23年９月期(予想)の年間配当金については、現時点では未定であります。この震災に
よる業績への影響が判明次第、改めて公表いたします。 

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 ― 0.00
23年9月期 

（予想）
― ― ―

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） 
（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
東日本大震災の影響により、業績見通しを立てることが困難なため、現時点では未定であります。この震災による業績への影響が判明次第、改めて公表
いたします。 



(1) 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２四半期の業績開示を行っているため、22年９月期第２四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」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2Q 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2Q  ―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2Q 2,529,100株 22年9月期2Q  ―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事項は、当社が現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要
因によって異なる場合があります。 
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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２四半期累計期間（平成22年10月1日～平成23年3月31日）における世界経済は、中国等の新興

国を中心に概ね回復基調で推移したものの、欧州諸国の金融不安や中東諸国の政情不安もあり、依然

不透明感を払拭できない状況が続きました。当社が属するエレクトロニクス業界では、新興国におけ

る旺盛な需要に加え、スマートフォンやタブレットＰＣの市場が拡大するなど好調な側面が見られる

ものの、不安定な世界情勢や３月に発生した東日本大震災の影響などにより、今後の動向には不透明

感が強まっております。 

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

極的に取り組んでまいりましたが、円高傾向が続いたことや震災の影響もあり、売上高は394億77百万

円、売上総利益は５億14百万円となりました。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２億11百万円となりました。 

営業外収益から営業外費用を差し引いた純額は、29百万円の費用計上となり、経常損失は２億40百

万円、繰延税金資産の増加に伴い法人税等調整額が減少したため、四半期純損失１億66百万円となり

ました。 

  なお、当第２四半期累計期間は決算短信の作成初年度であるため、前年同期との対比は行っており

ません。 

当第２四半期累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の過剰在庫削減の為の生産調整、また顧客の中国工場での労働力不足や震災の

影響により売上は低調に推移いたしました。 

この結果、売上高は88億47百万円となりました。 

 

 ② 電子デバイス事業 

電子デバイス事業は、ＰＣの販売が低迷したことにより、前期第４四半期の過剰在庫調整が当第２

四半期までずれ込みました。２月より顧客の需要は回復しましたが、中国工場での労働力不足や震災

の影響で顧客需要の下方修正があり、売上が低迷いたしました。 

この結果、売上高は99億31百万円となりました。 

 

 ③ ＬＣＤモジュール事業 

   ＬＣＤモジュール事業は、当第２四半期にスマートフォン向け需要が立ち上がり売上は計画通りに

推移しました。 

この結果、売上高は103億46百万円となりました。 

 

 ④ ＴＦＴパネル事業 

ＴＦＴパネル事業は、大きな特需はないものの概ね順調に推移いたしました。 

この結果、売上高は77億80百万円となりました。 

 

⑤ 電子材料事業 

電子材料事業は、ＴＦＴセルビジネスが順調に推移いたしました。 

また、新規案件も順調に売上が伸びました。 

この結果、売上高は25億71百万円となりました。 
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(2) 財政状態に関する定性的情報 

① 当第２四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、232億77百万円(前事業年度末比20億91百万円減)となりました。これは、受取手形及び

売掛金が21億58百万円、商品が61百万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、185億16百万円(前事業年度末比18億14百万円減)となりました。これは、買掛金が13億

51百万円増加した一方、短期借入金が29億48百万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、60億31百万円(前事業年度末比２億89百万円減)となりました。これは、四半期純損

失が１億66百万円となったことと、剰余金の配当等に伴い利益剰余金が２億93百万円減少したこと等

によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四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１億79百万円増加し、６億69百万円となりました。 

当第２四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２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、31億81百万円となりました。 

これは主に、売上債権の減少21億58百万円、たな卸資産の減少61百万円、仕入債務の増加13億51

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２四半期累計期間において投資活動に使用した資金は、11百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出３百万円、無形固定資産の取得による支出２百万円、

従業員に対する長期貸付けによる支出９百万円、従業員に対する長期貸付金の回収による収入４百

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２四半期累計期間において財務活動に使用した資金は、29億81百万円となりました。 

これは主に、短期借入金返済による支出28億53百万円、配当の支払による支出１億25百万円等に

よるものであります。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成23年９月期通期の業績予想につきましては、東日本大震災の影響により、業績見通しを立て

ることが困難なため、現時点では未定であります。この震災による業績への影響が判明次第、改め

て公表いたします。 
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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 

該当事項はありません。 

        

 (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 

    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。 

 



3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成23年３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 671,246 492,236

受取手形及び売掛金 14,958,702 17,118,196

商品 6,926,459 6,987,809

その他 720,919 770,277

流動資産合計 23,277,327 25,368,519

固定資産   

有形固定資産 1,356,265 1,367,085

無形固定資産 28,960 33,850

投資その他の資産 354,626 339,847

固定資産合計 1,739,852 1,740,783

資産合計 25,017,180 27,109,303

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,357,389 7,006,259

短期借入金 9,988,999 12,937,839

未払法人税等 1,672 194,192

賞与引当金 56,723 53,474

役員賞与引当金 － 30,000

その他 111,749 109,222

流動負債合計 18,516,534 20,330,988

固定負債   

退職給付引当金 73,868 68,467

役員退職慰労引当金 262,982 254,542

投資損失引当金 102,050 102,751

その他 30,687 32,465

固定負債合計 469,589 458,228

負債合計 18,986,123 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 3,092,767 3,386,017

株主資本合計 6,025,888 6,319,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,168 947

評価・換算差額等合計 5,168 947

純資産合計 6,031,057 6,320,086

負債純資産合計 25,017,180 27,109,303
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(2) 四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 39,477,759

売上原価 38,962,878

売上総利益 514,880

販売費及び一般管理費  

給料手当及び賞与 253,978

退職給付費用 9,769

役員退職慰労引当金繰入額 9,011

賞与引当金繰入額 56,748

その他 397,166

販売費及び一般管理費合計 726,674

営業損失（△） △211,793

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,093

為替差益 5,842

受取家賃 18,841

仕入割引 8,699

その他 4,201

営業外収益合計 38,678

営業外費用  

支払利息 45,242

支払手数料 17,477

その他 5,071

営業外費用合計 67,790

経常損失（△） △240,906

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

税引前四半期純損失（△） △241,857

法人税、住民税及び事業税 987

法人税等調整額 △76,049

法人税等合計 △75,062

四半期純損失（△） △166,794

㈱フーマイスターエレクトロニクス(3165) 平成23年９月期第２四半期決算短信 [日本基準] (非連結)
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年10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  

税引前四半期純損失（△） △241,857

減価償却費 22,337

長期前払費用償却額 360

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,130

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,248

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） 5,400

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,440

受取利息及び受取配当金 △1,093

支払利息 45,242

為替差損益（△は益） △87,824

有形固定資産売却損益（△は益） △98

匿名組合投資損益（△は益） △701

売上債権の増減額（△は増加） 2,158,412

たな卸資産の増減額（△は増加） 61,349

仕入債務の増減額（△は減少） 1,351,129

その他 122,247

小計 3,418,723

利息及び配当金の受取額 1,094

利息の支払額 △44,989

法人税等の支払額 △193,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,181,321

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 △3,172

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 △2,965

従業員に対する長期貸付けによる支出 △9,969

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 4,233

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 △11,999

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） △2,853,209

リース債務の返済による支出 △3,154

配当金の支払額 △125,618

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,981,982

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 179,009

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 669,225

㈱フーマイスターエレクトロニクス(3165) 平成23年９月期第２四半期決算短信 [日本基準] (非連結)
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(株)フーマイスターエレクトロニクス(3165)平成23年９月期第２四半期決算短信[日本基準](非連結) 

(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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