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1.  平成24年9月期第1四半期の業績（平成23年10月1日～平成23年12月31日） 

(注) 当社は、23年９月期より第１四半期の業績開示を行っているため、23年９月期第１四半期の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 ％

24年9月期第1四半期 15,608 △19.2 70 ― 68 769.8 △3 ―
23年9月期第1四半期 19,319 ― △43 ― 7 ― △29 ―

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9月期第1四半期 △1.26 ―
23年9月期第1四半期 △11.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第1四半期 19,618 5,690 29.0
23年9月期 19,814 5,781 29.2
（参考） 自己資本   24年9月期第1四半期  5,690百万円 23年9月期  5,781百万円

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9月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
24年9月期 ―
24年9月期（予想） 0.00 ― 35.00 35.00

3.  平成24年9月期の業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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) 33,000 △16.4 80 ― 40 ― 6 ― 2.37
通期 77,000 0.1 290 ― 200 ― 90 ― 35.59



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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   ：  有
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9月期1Q 2,529,100 株 23年9月期 2,529,100 株
② 期末自己株式数 24年9月期1Q ― 株 23年9月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期1Q 2,529,100 株 23年9月期1Q 2,529,100 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予想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、実際の
業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１四半期累計期間（平成23年10月１日～平成23年12月31日）における世界経済は、欧州にお

ける政府債務危機を背景とした金融市場の不安拡大や、中国及び新興国の経済成長ペースの鈍化な

どにより減速傾向にありました。 

この様な経営環境のもと、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み収益性の向上を目指してまいりましたが、タイで発生した洪水の影響やＯ

ＤＤ(オプティカル・ディスク・ドライブ)市場の縮小、さらには円高基調が続いたことなどにより、

売上高は156億８百万円（前年同四半期比19.2％減）となりました。 

利益につきましては、人件費等の経費削減に加え、棚卸資産における評価基準を変更したこと等

により、営業利益は70百万円（前年同四半期は営業損失43百万円）、経常利益は68百万円（前年同

四半期比769.8％増）となりました。また、四半期純損益は、平成23年12月２日に公布された改正法

人税法及び復興財源確保法による税率の変更に伴う影響額を計上したことなどにより、３百万円

（前年同四半期は四半期純損失29百万円）の損失となりました。 

 

当第１四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、スマートフォン向け半導体の需要は堅調だったものの、ＯＤＤや薄型ＴＶ向け半導

体の需要が伸びず、売上は低調に推移いたしました。 

以上の結果、売上高は38億99百万円 (前年同四半期比5.8％減)となりました。 

 

② 電子デバイス事業 

電子デバイス事業は、各地域での経済不安が影響し、ＰＣ需要が欧州及び北米地域において前年割

れで推移しました。特にクリスマス需要での盛り上がりもなくＯＤＤ市場が低迷し、主力製品である

ＯＰＵ(オプティカル・ピック・アップ)の売上が低調に推移しました。 

以上の結果、売上高は39億66百万円（前年同四半期比15.8％減）となりました。 

 

③ ＬＣＤモジュール事業 

ＬＣＤモジュール事業は、スマートフォンにおける新規モデル切り替え時期となったため、売上は

前年同期に比べ低調に推移しました。 

  以上の結果、売上高は27億17百万円（前年同四半期比47.0％減）となりました。 

 

④ ＴＦＴパネル事業 

ＴＦＴパネル事業は、タブレットＰＣの伸長によりノートＰＣ市場は微減傾向でしたが顧客側での

パネル需要は底堅く推移し、前年比増となりました。 

以上の結果、売上高は42億24百万円(前年同四半期比3.2％増)となりました。 

 

⑤ 電子材料事業 

電子材料事業は、太陽電池モジュール用封止材が当第１四半期の12月より受注開始となりましたが、 
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既存案件であるＴＦＴセルビジネスは大幅に落込むなど、売上は低迷いたしました。 

以上の結果、売上高は８億１百万円（前年同四半期比36.0％減）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

資産・負債・純資産の状況 

当第１四半期会計期間末の総資産は、商品の増加11億53百万円等があったものの、売掛金が10億

92百万円、前渡金が１億26百万円それぞれ減少したこと等により、196億18百万円(前事業年度末比 

１億96百万円減少)となりました。 

負債は、短期借入金の増加10億27百万円等があったものの、買掛金が11億69百万円減少したこと

等により、139億27百万円(前事業年度末比１億６百万円減)となりました。 

純資産は、剰余金の配当等に伴い利益剰余金の減少91百万円があったこと等により、56億90百万

円(前事業年度末比90百万円減)となりました。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報 

  現時点では平成23年11月14日発表の業績予想に変更はありませんが、業績予想を見直す必要が生

じた場合には、適時に見直し数値を開示する予定であります。 

 

２．サマリ―情報（その他）に関する事項 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   会計上の見積りの変更 

当社は従来、棚卸資産の評価基準につき、通常の販売目的で保有する棚卸資産については期末に

おける正味売却価額が取得原価よりも下落している場合、当該正味売却価額をもって貸借対照表価

額とし、且つ、取得から一定の期間を超える場合には原則として規則的に帳簿価額を切り下げた価

額をもって貸借対照表価額としておりました。 

このたび、取得から一定の期間を超える棚卸資産について、正味売却価額が帳簿価額を上回るケ

ースが増えてきており、棚卸資産に係る収益性の低下の事実をより適切に財政状態及び経営成績に

反映させるため、第１四半期会計期間より期末における正味売却価額が取得価額よりも下落してい

る場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする方法に変更することとしました。 

この結果、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益、及び税引前四半期純利益はそれぞれ

104,997千円増加しております。 
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(2) 追加情報 

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月

４日)を適用しております。 

 

(法人税率の変更等による影響) 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、当社では平

成24年10月１日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。 

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の40.7％か

ら35.6％に段階的に変更されます。 

この税率変更により、繰延税金資産(流動資産)が6,015千円、繰延税金資産(固定資産)が28,510千

円減少し、法人税等調整額が34,796千円増加しております。 
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 872,032 829,683

売掛金（純額） 11,912,860 10,820,821

商品 4,332,672 5,486,288

その他 927,057 652,762

流動資産合計 18,044,622 17,789,556

固定資産   

有形固定資産 1,362,019 1,355,126

無形固定資産 30,314 30,566

投資その他の資産 377,888 442,920

固定資産合計 1,770,222 1,828,613

資産合計 19,814,845 19,618,170

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,549,267 5,379,974

短期借入金 6,816,500 7,844,179

未払法人税等 1,067 1,032

賞与引当金 52,396 25,385

役員賞与引当金 9,500 －

その他 121,037 194,247

流動負債合計 13,549,767 13,444,820

固定負債   

退職給付引当金 77,986 76,016

役員退職慰労引当金 270,484 275,285

投資損失引当金 100,774 100,774

その他 34,231 30,274

固定負債合計 483,477 482,351

負債合計 14,033,245 13,927,171

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 2,846,160 2,754,455

株主資本合計 5,779,281 5,687,575

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,318 3,422

評価・換算差額等合計 2,318 3,422

純資産合計 5,781,599 5,690,998

負債純資産合計 19,814,845 19,618,170

(株) フーマイスターエレクトロニクス (3165) 平成24年９月期第１四半期決算短信[日本基準] (非連結)
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 19,319,607 15,608,720

売上原価 19,018,412 15,160,942

売上総利益 301,195 447,777

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 134,028 127,763

退職給付費用 4,469 6,297

役員退職慰労引当金繰入額 6,058 4,800

賞与引当金繰入額 28,104 9,865

その他 172,446 228,083

販売費及び一般管理費合計 345,108 376,810

営業利益又は営業損失（△） △43,912 70,967

営業外収益   

受取利息及び配当金 734 597

為替差益 69,704 17,426

その他 17,332 7,873

営業外収益合計 87,772 25,898

営業外費用   

支払利息 24,342 18,565

支払手数料 7,250 7,250

その他 4,352 2,212

営業外費用合計 35,945 28,027

経常利益 7,914 68,837

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 －

税引前四半期純利益 6,963 68,837

法人税、住民税及び事業税 242 231

法人税等調整額 36,438 71,793

法人税等合計 36,680 72,024

四半期純損失（△） △29,717 △3,186

(株) フーマイスターエレクトロニクス (3165) 平成24年９月期第１四半期決算短信[日本基準] (非連結)
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 (3) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

 (4) 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。 

 

 (5) 重要な後発事象 

   自己株式の取得 

当社は、平成24年１月13日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替

えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 

 

１．自己株式の取得を行う理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実施し、株主価値及び資本効率の向上を図るため。 

 

２．取得の内容 

(1) 取得する株式の種類 

当社普通株式 

(2) 取得する株式の総数 

100,000株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に占める割合3.95％） 

(3) 株式の取得価額の総額 

50,000,000円（上限） 

(4) 取得する期間 

平成24年１月16日～平成24年３月21日 

(5) 取得方法 

信託方式による市場買付 
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