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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 28,884 23.6 2,980 47.7 2,755 48.3 978 17.0
23年3月期第2四半期 23,371 7.2 2,017 79.6 1,858 92.5 836 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 466百万円 （137.2％） 23年3月期第2四半期 196百万円 （―％）

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2四半期 48.92 48.91
23年3月期第2四半期 41.80 ―

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2四半期 25,754 10,823 41.7 537.44
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2四半期  10,747百万円 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 ― 13.00
24年3月期（予想） ― 12.00 25.00

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、対前期増減率）

（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

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
連結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11月７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2Q 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2Q 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2Q 19,998,268 株 23年3月期2Q 1,998,552 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四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低下した企業の生産活動はサプラ

イチェーンの回復により持ち直しの傾向がみられたものの、欧米の景気後退懸念から円高・株安が進行し、先行き

は不透明な状況で推移しました。 

 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２四半期連結累計期間の業績は、売上高28,884百万円（前年同期比23.6％増）、営業利益は

2,980百万円（前年同期比47.7％増）、経常利益は2,755百万円（前年同期比48.3％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、第１四半期連結会計期間に貸倒引当金繰入額として特別損失に計上した200百万円に加え、当第２四半

期連結会計期間においても残額200百万円を貸倒引当金繰入額として特別損失に計上しましたが、978百万円（前年

同期比17.0％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２四半

期連結累計期間の売上高は、9,789百万円（前年同期比26.1％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に加え、USB3.0規格に対応

したストレージ製品を発売したこと等から、ストレージ・メモリに係る当第２四半期連結累計期間の売上高は、

4,813百万円（前年同期比46.1％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２四半期連結累計期間の売上高は、3,026百万円（前年同期比6.9％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及びスマートフォン向けのＡＶ関連製品やネットワーク製品、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２四半期連結累計期

間の売上高は、7,415百万円（前年同期比22.8％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２四半期連結累計期間の売上高は、3,840百万円（前年同期比27.0％増）となりました。 

   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ9,594百万円減少し、負債は9,859百万円の減

少、純資産は265百万円の増加となりました。 

 総資産の主たる減少要因は、繰延税金資産が550百万円、ソフトウエアが828百万円それぞれ増加した一方で、現

金及び預金が短期借入金の返済等により10,279百万円、ソフトウエア仮勘定がソフトウエアへの振替等により710

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２四半期 平成24年３月期 第２四半期 前年同期 

金額 百分比 金額 百分比 増減率 

サプライ 7,766 33.2  9,789  33.9 26.1

ストレージ・メモリ 3,293 14.1  4,813  16.6 46.1

ＩＯデバイス 3,250 13.9  3,026  10.5 △6.9

デジタルホーム 6,036 25.8  7,415  25.7 22.8

その他 3,023 13.0  3,840  13.3 27.0

合   計 23,371 100.0  28,884  100.0 23.6
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百万円それぞれ減少したことによるものです。負債の主たる減少要因は、為替予約が614百万円増加した一方で、

支払手形及び買掛金が951百万円、短期借入金が9,006百万円、未払法人税等が716百万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554百万円減少した一方で、利益剰余金が778百万円

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、営業活動の結果獲得した資金は465百万円

（前年同四半期は65百万円の獲得）、投資活動の結果使用した資金は1,495百万円（前年同四半期は825百万円の使

用）、財務活動の結果使用した資金は9,207百万円（前年同四半期は943百万円の使用）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10,279百万円減少し、5,926百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期通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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,206,217 5,926,674

受取手形及び売掛金 7,446,865 7,022,240

商品及び製品 6,363,738 6,490,541

原材料及び貯蔵品 313,366 421,161

その他 1,930,664 2,185,809

貸倒引当金 △60,459 △65,951

流動資産合計 32,200,393 21,980,473

固定資産   

有形固定資産 1,026,381 1,355,766

無形固定資産   

のれん － 377,777

その他 919,858 1,038,817

無形固定資産合計 919,858 1,416,595

投資その他の資産 1,201,789 1,001,450

固定資産合計 3,148,029 3,773,813

資産合計 35,348,423 25,754,286

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,485,610 6,534,418

短期借入金 10,506,831 1,500,000

未払法人税等 2,194,762 1,478,509

売上値引等引当金 416,673 707,958

賞与引当金 349,880 325,068

その他の引当金 204,910 234,424

その他 2,839,581 3,396,602

流動負債合計 23,998,251 14,176,980

固定負債   

長期借入金 50,000 50,000

退職給付引当金 642,563 622,911

その他の引当金 75,994 57,143

その他 23,635 23,933

固定負債合計 792,194 753,988

負債合計 24,790,445 14,930,969
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９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 10,421,094

自己株式 △244,469 △244,469

株主資本合計 10,784,825 11,563,102

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 10,929

繰延ヘッジ損益 △339,118 △893,412

為替換算調整勘定 28,078 67,336

その他の包括利益累計額合計 △302,890 △815,146

新株予約権 76,043 75,361

純資産合計 10,557,977 10,823,317

負債純資産合計 35,348,423 25,754,286
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 23,371,081 28,884,752

売上原価 15,207,815 18,649,304

売上総利益 8,163,265 10,235,447

返品調整引当金繰入額 － 6,000

返品調整引当金戻入額 52,000 －

差引売上総利益 8,215,265 10,229,447

販売費及び一般管理費 6,197,427 7,248,505

営業利益 2,017,838 2,980,942

営業外収益   

仕入割引 19,803 9,764

その他 46,102 80,721

営業外収益合計 65,905 90,485

営業外費用   

支払利息 8,270 21,854

売上割引 206,943 266,779

為替差損 8,709 －

その他 1,061 27,094

営業外費用合計 224,985 315,728

経常利益 1,858,758 2,755,699

特別利益   

償却債権取立益 491 －

新株予約権戻入益 － 682

特別利益合計 491 682

特別損失   

固定資産売却損 328 －

固定資産除却損 8,284 983

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 － 402,800

会員権評価損 － 7,616

特別損失合計 57,102 411,399

税金等調整前四半期純利益 1,802,148 2,344,981

法人税、住民税及び事業税 864,819 1,539,906

法人税等調整額 101,325 △173,184

法人税等合計 966,145 1,366,721

少数株主損益調整前四半期純利益 836,003 978,260

四半期純利益 836,003 978,260
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 836,003 978,260

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,969 2,780

繰延ヘッジ損益 △658,345 △554,294

為替換算調整勘定 30,767 40,907

持分法適用会社に対する持分相当額 － △1,648

その他の包括利益合計 △639,547 △512,255

四半期包括利益 196,455 466,004

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 196,455 466,004

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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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 1,802,148 2,344,981

減価償却費 182,665 241,814

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 48,488 －

のれん償却額 － 22,222

受取利息及び受取配当金 △2,339 △4,668

支払利息 8,270 21,854

売上債権の増減額（△は増加） 1,338,546 452,017

たな卸資産の増減額（△は増加） 778,000 △19,239

仕入債務の増減額（△は減少） △2,400,630 △957,740

引当金の増減額（△は減少） △248,674 645,563

その他 △6,597 △10,696

小計 1,499,877 2,736,108

利息及び配当金の受取額 2,337 4,668

利息の支払額 △8,491 △24,901

法人税等の支払額 △1,428,115 △2,250,705

営業活動によるキャッシュ・フロー 65,607 465,170

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 △115,765 △486,271

有形固定資産の売却による収入 2,350 －

投資有価証券の取得による支出 △3,816 △14,023

無形固定資産の取得による支出 △249,651 △226,001

関係会社社債の取得による支出 △400,000 －

関係会社株式の取得による支出 △103,550 △16,417

その他 45,347 △753,062

投資活動によるキャッシュ・フロー △825,086 △1,495,776

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） △782,515 △9,007,219

自己株式の取得による支出 △203 －

配当金の支払額 △159,989 △199,982

その他 △658 △400

財務活動によるキャッシュ・フロー △943,367 △9,207,603

現金及び現金同等物に係る換算差額 △82,224 △41,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,785,070 △10,279,543

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 4,301,722 5,926,674
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 該当事項はありません。  

  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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。  

  

  

（新株予約権(ストックオプション)の発行） 

 平成23年6月28日開催の定時株主総会において決議いたしました当社及び当社子会社の取締役（当社社外取締

役を除く）及び従業員に対するストック・オプション（新株予約権）の発行について、平成23年10月４日の取締

役会決議に基づき、下記の通り発行いたしました。  

  

  

（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）新株予約権の割当日 平成23年10月５日 

（2）新株予約権割当対象者 当社取締役2名（266個）、当社従業員103名（1,703個）、子会社

取締役2名（80個）、子会社従業員15名（200個）   

（3）新株予約権の目的である株式の

種類及び数 

当社普通株式 224,900株   

（4）発行する新株予約権の総数 2,249個（新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株）   

（5）新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに金銭の払い込みを要しない   

（6）新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額 

新株予約権１個当たり135,200円   

（7）新株予約権の行使の条件 権利行使時において当社の取締役及び従業員又は子会社の取締役

若しくは従業員のいずれかの地位を有していることを要する 

（8）新株予約権の権利行使期間 平成25年10月６日から平成27年10月５日まで  
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  所在地別の概況  

前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

   

当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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  22,152,754  959,123  259,203  23,371,081  －  23,371,081

(2）
地域間の内部売上高または
振替高 

 252,303  －  355,971  608,274 (608,274)  －

  計  22,405,057  959,123  615,174  23,979,355 (608,274)  23,371,081

  
営業利益 
又は営業損失(△) 

 2,590,565  △172,275  △5,491  2,412,798 (394,960)  2,017,838

  
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  27,854,792  688,518  341,441  28,884,752  －  28,884,752

(2）
地域間の内部売上高または
振替高 

 325,949  －  279,178  605,128 (605,128)  －

  計  28,180,742  688,518  620,619  29,489,880 (605,128)  28,884,752

  
営業利益 
又は営業損失(△) 

 3,735,292  △186,442  27,583  3,576,432 (595,490)  2,980,942
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