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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 14,536 21.0 1,514 26.9 1,397 25.7 486 1.5
23年3月期第1四半期 12,010 9.5 1,193 115.9 1,111 137.6 478 144.3

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 314百万円 （△0.0％） 23年3月期第1四半期 314百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 24.31 ―
23年3月期第1四半期 23.94 ―

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

24年3月期第1四半期 28,049 10,671 37.8 529.86
23年3月期 35,348 10,557 29.7 524.14
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  10,596百万円 23年3月期  10,481百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

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



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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） 
連結業績予想等に関する定性的情報」をご参照ください。 
 なお、決算説明資料は平成23年８月９日付で当社ホームページ（http://www.elecom.co.jp/ir/）に掲載いたします。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 20,498,699 株 23年3月期 20,498,699 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 500,431 株 23年3月期 500,431 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 19,998,268 株 23年3月期1Q 19,998,616 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により企業の生産活動が低下し、景気へ

の影響が懸念される中、個人消費も低下傾向となり厳しい情勢でありましたが、後半に至っては生産活動が徐々に

上向く等の一部持ち直しの動きが見られました。 

 このような環境の中、当社グループは、デジタルホーム関連製品、サプライ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、地上デジタル放送対応テレビの普及にあ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あわせて製品ラインアップを強化したサ

プライ製品等の販売活動を強化いたしました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高14,536百万円（前年同期比21.0％増）、営業利益は

1,514百万円（前年同期比26.9％増）、経常利益は1,397百万円（前年同期比25.7％増）となり、四半期純利益は、

株式会社イデアインターナショナルの財政状態等に鑑み、同社から引受けた転換社債型新株予約権付社債400百万

円に対し200百万円を貸倒引当金繰入額として特別損失に計上したこと等から、486百万円（前年同期比1.5％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） 

 モバイルケース等のスマートフォン向け関連製品が順調に販売を伸ばしたことから、サプライに係る当第１四半

期連結累計期間の売上高は、4,734百万円（前年同期比20.0％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

に係る当第１四半期連結累計期間の売上高は、2,298百万円（前年同期比40.6％増）となりました。 

（ＩＯデバイス） 

 マウスを中心とした新製品の投入は堅調に推移しましたが、その他入力機器の競合他社との価格競争が影響し、

ＩＯデバイスに係る当第１四半期連結累計期間の売上高は、1,546百万円（前年同期比10.6％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向けのＡＶ関連製品及びネットワーク製品、ポータブル・オーディオ向けの

Bluetooth対応製品等が順調に販売を伸ばしたことから、デジタルホームに係る当第１四半期連結累計期間の売上

高は、4,041百万円（前年同期比29.3％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、ＬＥＤ照明等の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１四半期連結累計期間の売上高は、1,916百万円（前年同期比21.6％増）となりました。 

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

〔品目別連結売上高実績〕     （単位：百万円，％）

品目区分 
平成23年３月期 第１四半期 平成24年３月期 第１四半期 前年同期 

増減率 金額 百分比 金額 百分比 

サプライ  3,945  32.9  4,734  32.6  20.0

ストレージ・メモリ  1,634  13.6  2,298  15.8  40.6

ＩＯデバイス  1,728  14.4  1,546  10.6  △10.6

デジタルホーム  3,125  26.0  4,041  27.8  29.3

その他  1,576  13.1  1,916  13.2  21.6

合   計  12,010  100.0  14,536  100.0  21.0
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 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ7,298百万円減少し、負債は7,412百万円の減少、純資産は

114百万円の増加となりました。 

 総資産の主たる減少要因は、受取手形及び売掛金が361百万円、商品及び製品が379百万円それぞれ増加した一方

で、短期借入金の返済等により現金及び預金が8,166百万円減少したことによるものです。負債の主たる減少要因

は、短期借入金が6,181百万円、未払法人税等が1,569百万円それぞれ減少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205百万円減少した一方で、利益剰余金が286百万円増加したことによるもので

す。 

 なお、当四半期におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動の結果使用した資金は1,450百万

円（前年同四半期は1,248百万円の使用）、投資活動の結果使用した資金は285百万円（前年同四半期は90百万円の

使用）、財務活動の結果使用した資金は6,382百万円（前年同四半期は758百万円の使用）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8,166百万円減少し、8,039百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月９日付「平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕

（連結）」において公表した数値から変更ありません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,206,217 8,039,809

受取手形及び売掛金 7,446,865 7,808,157

商品及び製品 6,363,738 6,742,752

原材料及び貯蔵品 313,366 261,318

その他 1,930,664 1,881,014

貸倒引当金 △60,459 △66,281

流動資産合計 32,200,393 24,666,770

固定資産   

有形固定資産 1,026,381 1,301,388

無形固定資産 919,858 1,010,448

投資その他の資産 1,201,789 1,071,072

固定資産合計 3,148,029 3,382,908

資産合計 35,348,423 28,049,679

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,485,610 7,294,333

短期借入金 10,506,831 4,325,000

未払法人税等 2,194,762 624,919

売上値引等引当金 416,673 641,690

その他の引当金 554,790 378,731

その他 2,839,581 3,374,346

流動負債合計 23,998,251 16,639,022

固定負債   

長期借入金 50,000 50,000

退職給付引当金 642,563 609,369

その他の引当金 75,994 55,521

その他 23,635 23,784

固定負債合計 792,194 738,676

負債合計 24,790,445 17,377,698
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 9,642,817 9,928,923

自己株式 △244,469 △244,469

株主資本合計 10,784,825 11,070,932

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,149 11,837

繰延ヘッジ損益 △339,118 △544,756

為替換算調整勘定 28,078 58,265

その他の包括利益累計額合計 △302,890 △474,652

新株予約権 76,043 75,702

純資産合計 10,557,977 10,671,981

負債純資産合計 35,348,423 28,049,679
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 12,010,131 14,536,691

売上原価 7,660,043 9,476,088

売上総利益 4,350,088 5,060,602

返品調整引当金戻入額 46,000 2,000

差引売上総利益 4,396,088 5,062,602

販売費及び一般管理費 3,202,681 3,548,387

営業利益 1,193,406 1,514,215

営業外収益   

仕入割引 13,369 6,841

補償金収入 11,914 1,060

受取和解金 － 11,846

退職給付引当金戻入額 － 18,531

その他 17,622 19,213

営業外収益合計 42,906 57,494

営業外費用   

支払利息 4,673 16,993

売上割引 110,089 131,336

為替差損 10,091 24,463

その他 251 1,730

営業外費用合計 125,106 174,524

経常利益 1,111,207 1,397,185

特別利益   

新株予約権戻入益 － 341

特別利益合計 － 341

特別損失   

固定資産除却損 － 164

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 48,488 －

貸倒引当金繰入額 － 202,800

その他 － 1,350

特別損失合計 48,488 204,314

税金等調整前四半期純利益 1,062,718 1,193,212

法人税、住民税及び事業税 570,053 697,955

法人税等調整額 13,873 9,167

法人税等合計 583,927 707,123

少数株主損益調整前四半期純利益 478,790 486,089

四半期純利益 478,790 486,089
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 478,790 486,089

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,731 3,688

繰延ヘッジ損益 △284,278 △205,637

為替換算調整勘定 126,682 30,522

持分法適用会社に対する持分相当額 － △335

その他の包括利益合計 △164,327 △171,762

四半期包括利益 314,463 314,327

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 314,463 314,327

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30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 1,062,718 1,193,212

減価償却費 91,206 90,112

受取利息及び受取配当金 △1,736 △3,063

支払利息 4,673 16,993

売上債権の増減額（△は増加） 646,577 △316,879

たな卸資産の増減額（△は増加） △533,242 △292,736

仕入債務の増減額（△は減少） △1,103,158 △210,055

引当金の増減額（△は減少） △54,367 182,659

その他 72,496 156,974

小計 185,166 817,216

利息及び配当金の受取額 1,736 3,063

利息の支払額 △4,897 △20,005

法人税等の支払額 △1,430,213 △2,250,643

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,248,207 △1,450,369

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 △45,711 △96,151

投資有価証券の取得による支出 △1,964 △12,039

無形固定資産の取得による支出 △45,010 △138,791

関係会社株式の取得による支出 － △15,795

その他 1,985 △23,183

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,700 △285,961

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） △597,909 △6,182,037

自己株式の取得による支出 △130 －

配当金の支払額 △159,989 △199,982

その他 △485 △189

財務活動によるキャッシュ・フロー △758,515 △6,382,210

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39,261 △47,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,136,685 △8,166,407

現金及び現金同等物の期首残高 6,086,793 16,206,217

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,950,107 8,039,809
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 該当事項はありません。  

  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30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。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（子会社による事業の一部譲受）  

 当社は、平成23年４月８日に名古屋地方裁判所から再生手続開始決定を受けた株式会社ハギワラシスコムとの間で

事業譲渡基本合意書を締結し、当社子会社による株式会社ハギワラシスコムの事業の一部譲受けについて協議を重ね

てまいりましたが、平成23年７月29日付で事業譲渡契約を締結し、平成23年８月１日に同社の事業の一部を譲受けま

した。 

１．譲受ける事業の譲受先の名称、住所、代表者の氏名、資本金、事業内容 

２．事業の譲受けの目的 

当社グループではパソコン及びデジタル機器関連製品の開発、製造、販売の事業を展開しておりますが、ハ

ギワラシスコムの保有するストレージ及びフラッシュメモリーに関する技術力・開発力・販売網を当社グループ

において活用することで、当社グループの事業が一層発展するものと判断し、事業の一部を譲受けました。 

① ハギワラシスコムが蓄積してきた技術力・商品ブランド力を継承、及び当社グループの営業ノウハウの導入

による、譲受対象事業の更なる発展。 

② 当社グループの既存事業へのハギワラシスコムの技術、開発ノウハウの導入による、当社既存事業の更なる

拡大。 

③ ハギワラシスコムと当社グループ両者が有する技術、開発ノウハウ、マーケティング力の結合によるシナジ

ー効果を用いた新製品開発・新規事業展開。 

３．譲受ける事業の内容 

 アミューズメント向けを除く産業機器向けストレージの製造・販売、コンシューマ向けフラッシュメモリー製

品の製造・販売の一部、及び製造装置等に関する危機管理サービス事業の一部を譲受けます。 

４．譲受ける資産、負債の額 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

（1）商号 株式会社ハギワラシスコム  

（2）本店所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番３号 

（3）代表者名 河瀬 昭治 

（4）資本金 30,000千円 

（5）事業内容 産業機器向けストレージの製造・販売、コンシューマ向

けフラッシュメモリー製品の製造・販売、製造装置等に

関する危機管理サービスの提供 

資   産 負   債 

項  目 金額 項  目 金額 

流動資産 千円 277  － －

有形固定資産 千円 5,970  － －

無形固定資産 千円 1,354  － －

投資その他の他資産 千円 8,022  － －

合  計 千円 15,624 合  計 －
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（子会社の設立） 

 当社は、平成23年６月24日に民事再生手続き中である株式会社ハギワラシスコムとの間で事業譲渡基本合意書を締

結いたしましたが、同社から事業を譲受けるため平成23年７月４日に子会社を設立いたしました。 

 子会社設立の概要 

   

（1）商号 ハギワラソリューションズ株式会社 

（2）本店所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番３号 

（3）代表者名 葉田 順治 

（4）事業内容 産業機器向けストレージの製造・販売、コンシューマ向けフラ

ッシュメモリー製品の製造・販売、製造装置等に関する危機管

理サービスの提供に関する事業 

（5）設立年月日 平成23年７月４日 

（6）資本金の額 50,000千円 

（7）資本準備金の額 50,000千円 

（8）大株主及び持分比率 当社100％ 

（9）事業年度の末日 ３月31日 
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  所在地別の概況  

前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

   

当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30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 

  

５．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  11,300,701  582,763  126,666  12,010,131  －  12,010,131

(2）
地域間の内部売上高または
振替高 

 124,510  －  163,998  288,508 (288,508)  －

  計  11,425,211  582,763  290,665  12,298,640 (288,508)  12,010,131

  
営業利益 
又は営業損失(△) 

 1,533,193  △56,278  △5,439  1,471,475 (278,068)  1,193,406

  
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  13,979,118  388,975  168,596  14,536,691  －  14,536,691

(2）
地域間の内部売上高または
振替高 

 655,332  －  58,832  714,165 (714,165)  －

  計  14,634,451  388,975  227,429  15,250,856 (714,165)  14,536,691

  
営業利益 
又は営業損失(△) 

 1,878,947  △69,461  11,307  1,820,793 (306,578)  1,514,215
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