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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 46,482 21.4 5,493 26.6 5,099 26.7 2,127 6.4
23年3月期第3四半期 38,281 9.6 4,338 71.5 4,025 75.6 2,000 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,844百万円 （40.8％） 23年3月期第3四半期 1,310百万円 （―％）

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3四半期 106.36 106.30
23年3月期第3四半期 100.02 ―

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3四半期 28,587 11,977 41.6 594.24
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3四半期  11,894百万円 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  ：  有  
   期末配当金予想の内訳 普通配当12円00銭 記念配当5円00銭 

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） 17.00 30.00

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）  ：  有  

(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きの対象外であり、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、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する
定性的情報」をご参照ください。 
なお、決算説明資料は平成24年２月６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 1社 （社名） 新宜麗客民台(上海)商貿有限公司 、 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3Q 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3Q 482,631 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3Q 20,003,208 株 23年3月期3Q 19,998,502 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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る停滞から緩やかながら回復傾向が

みられたものの、欧州の財政不安等による世界経済の景気後退懸念や円高の長期化等により、依然として景気の先

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３四半期連結累計期間の業績は、売上高が46,482百万円（前年同期比21.4％増）、営業利益

が5,493百万円（前年同期比26.6％増）、経常利益が5,099百万円（前年同期比26.7％増）となり、四半期純利益

は、当第３四半期連結累計期間までに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400百万円全額を貸倒引当金繰入額として特別損失に計上しましたが、2,127百万円

（前年同期比6.4％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３四半

期連結累計期間の売上高は、16,404百万円（前年同期比24.0％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３四半期連結累計期間の売上高は、

8,013百万円（前年同期比54.1％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３四半期連結累計期間の売上高は、4,608百万円（前年同期比6.1％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、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３四半期連結累計期間の売上高は、11,619百万円

（前年同期比13.3％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、スマートフォン用充電池、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３四半期連結累計期間の売上高は、5,837百万円（前年同期比24.4％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３四半期 平成24年３月期第３四半期 前年同期 

金額 百分比 金額 百分比 増減率 

サプライ 13,227 34.5  16,404  35.3 24.0

ストレージ・メモリ 5,199 13.6  8,013  17.2 54.1

ＩＯデバイス 4,907 12.8  4,608  9.9 △6.1

デジタルホーム 10,253 26.8  11,619  25.0 13.3

その他 4,692 12.3  5,837  12.6 24.4

合   計 38,281 100.0  46,482  100.0 21.4
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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6,760百万円減少し、負債は8,180百万円の減

少、純資産は1,419百万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3,578百万円、ソフトウエアが850百万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11,414百万円、ソフトウエア仮勘定がソフトウエアへの振替等に

より663百万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、支払手形及び買掛金が800百万

円、売上値引等引当金が673百万円それぞれ増加した一方で、短期借入金が9,306百万円、未払法人税等が602百万

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291百万円減少した一方

で、利益剰余金が1,667百万円増加したことによるものです。 

 なお、当第３四半期連結累計期間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66百万円（前年同四半期は949百万円の獲得）、投資活動の結果使用した資金は1,783百万円（前年同四半期

は1,218百万円の使用）、財務活動の結果使用した資金は9,737百万円（前年同四半期は781百万円の使用）とな

り、当第３四半期連結会計期間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11,414百万円減少し、

4,791百万円となりました。 

    

（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 

  当四半期連結累計期間より新たに新宜麗客民台(上海)商貿有限公司を設立したため、連結の範囲に含めておりま

す。 

   

   

（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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,206,217 4,791,560

受取手形及び売掛金 7,446,865 11,025,072

商品及び製品 6,363,738 6,443,806

原材料及び貯蔵品 313,366 540,931

その他 1,930,664 2,031,879

貸倒引当金 △60,459 △61,778

流動資産合計 32,200,393 24,771,471

固定資産   

有形固定資産 1,026,381 1,430,952

無形固定資産   

のれん － 344,444

その他 919,858 1,106,096

無形固定資産合計 919,858 1,450,541

投資その他の資産 1,201,789 934,580

固定資産合計 3,148,029 3,816,074

資産合計 35,348,423 28,587,546

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,485,610 8,285,891

短期借入金 10,506,831 1,200,000

未払法人税等 2,194,762 1,592,669

売上値引等引当金 416,673 1,089,850

賞与引当金 349,880 234,253

その他の引当金 204,910 289,679

その他 2,839,581 3,151,992

流動負債合計 23,998,251 15,844,338

固定負債   

長期借入金 50,000 50,000

退職給付引当金 642,563 633,170

その他の引当金 75,994 58,705

その他 23,635 24,083

固定負債合計 792,194 765,960

負債合計 24,790,445 16,610,298
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 707,747 707,747

資本剰余金 678,730 696,681

利益剰余金 9,642,817 11,310,395

自己株式 △244,469 △235,773

株主資本合計 10,784,825 12,479,050

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 9,355

繰延ヘッジ損益 △339,118 △630,971

為替換算調整勘定 28,078 36,922

その他の包括利益累計額合計 △302,890 △584,693

新株予約権 76,043 79,553

少数株主持分 － 3,337

純資産合計 10,557,977 11,977,247

負債純資産合計 35,348,423 28,587,546
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 38,281,648 46,482,873

売上原価 24,395,652 29,806,835

売上総利益 13,885,996 16,676,038

返品調整引当金繰入額 － 57,000

返品調整引当金戻入額 30,000 －

差引売上総利益 13,915,996 16,619,038

販売費及び一般管理費 9,577,103 11,125,077

営業利益 4,338,893 5,493,961

営業外収益   

仕入割引 40,155 10,734

為替差益 2,544 －

その他 58,962 89,668

営業外収益合計 101,662 100,403

営業外費用   

支払利息 12,258 24,159

売上割引 321,745 392,120

為替差損 － 44,322

持分法による投資損失 71,114 －

その他 10,435 34,560

営業外費用合計 415,553 495,163

経常利益 4,025,002 5,099,202

特別利益   

新株予約権戻入益 － 3,069

償却債権取立益 493 －

その他 － 82

特別利益合計 493 3,151

特別損失   

固定資産売却損 328 452

固定資産除却損 8,559 984

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 － 402,687

会員権評価損 － 9,182

特別損失合計 57,376 413,307

税金等調整前四半期純利益 3,968,118 4,689,045

法人税、住民税及び事業税 2,107,430 2,759,386

法人税等調整額 △139,582 △197,524

法人税等合計 1,967,847 2,561,861

少数株主損益調整前四半期純利益 2,000,271 2,127,184

少数株主損失（△） － △354

四半期純利益 2,000,271 2,127,538
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,000,271 2,127,184

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,414 1,206

繰延ヘッジ損益 △734,843 △291,852

為替換算調整勘定 52,662 10,061

持分法適用会社に対する持分相当額 － △1,677

その他の包括利益合計 △689,596 △282,262

四半期包括利益 1,310,674 1,844,921

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,310,674 1,845,735

少数株主に係る四半期包括利益 － △813
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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 3,968,118 4,689,045

減価償却費 290,564 431,054

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 － 55,555

受取利息及び受取配当金 △3,949 △6,760

支払利息 12,258 24,159

売上債権の増減額（△は増加） △1,901,209 △3,605,651

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,244,944 △151,517

仕入債務の増減額（△は減少） 1,220,261 834,586

引当金の増減額（△は減少） 296,694 1,024,355

その他 345,513 △19,150

小計 3,031,795 3,275,677

利息及び配当金の受取額 3,947 6,760

利息の支払額 △12,434 △24,589

法人税等の支払額 △2,074,174 △3,191,070

営業活動によるキャッシュ・フロー 949,134 66,777

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 △352,626 △662,488

有形固定資産の売却による収入 2,350 96

投資有価証券の取得による支出 △5,780 △43,869

無形固定資産の取得による支出 △403,336 △394,049

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 44,067 △666,956

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,218,876 △1,783,685

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） △420,358 △9,307,207

自己株式の取得による支出 △235 －

配当金の支払額 △359,973 △459,960

その他 △1,358 29,266

財務活動によるキャッシュ・フロー △781,925 △9,737,901

現金及び現金同等物に係る換算差額 △91,590 40,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,143,257 △11,414,657

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 4,943,535 4,791,560
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 該当事項はありません。   

   

   

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12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。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12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。 

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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
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  所在地別の概況  

前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

  

   

当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12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、インド 

   

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  36,516,284  1,357,001  408,362  38,281,648  －  38,281,648

(2）
地域間の内部売上高または
振替高 

 417,971  －  511,772  929,744 (929,744)  －

  計  36,934,256  1,357,001  920,134  39,211,392 (929,744)  38,281,648

  
営業利益 
又は営業損失(△) 

 5,326,579  △271,578  1,864  5,056,865 (717,971)  4,338,893

  
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  45,125,829  871,634  485,410  46,482,873  －  46,482,873

(2）
地域間の内部売上高または
振替高 

 538,077  －  528,373  1,066,450 (1,066,450)  －

  計  45,663,906  871,634  1,013,783  47,549,323 (1,066,450)  46,482,873

  
営業利益 
又は営業損失(△) 

 6,559,239  △284,120  38,583  6,313,703 (△819,741)  5,493,961
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