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1.  平成24年3月期の業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 10,416 0.0 △41 ― △46 ― △22 ―
23年3月期 10,412 3.2 28 ― 35 ― △98 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △7.00 ― △0.7 △1.0 △0.4
23年3月期 △30.98 ― △3.2 0.7 0.3

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  △48百万円

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 4,626 2,922 63.2 938.27
23年3月期 4,589 2,997 65.3 940.95

（参考） 自己資本   24年3月期  2,922百万円 23年3月期  2,997百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 195 △1 △193 365
23年3月期 43 △11 65 368

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向 純資産配当
率第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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 22 ― 0.7
24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 21 ― 0.7
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 7.00 7.00 72.7

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 5,000 △10.1 10 △2.7 5 8.1 2 △95.3 0.64
通期 10,500 0.8 50 ― 40 ― 30 ― 9.63



※  注記事項 
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 3,230,000 株 23年3月期 3,230,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期 114,744 株 23年3月期 44,344 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 3,145,511 株 23年3月期 3,185,656 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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）経営成績に関する分析 

当事業年度（自平成23年４月１日至平成24年３月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災の発生による景気

の停滞から緩やかな回復が見られたものの、円高の影響や欧州の債務問題を背景とした世界経済の下振れ懸念がある

など、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

このような状況の下、当社といたしましては親会社である加賀電子株式会社との取扱製品及び販売市場の補完関

係を 大限に活かし、新規ビジネスの発掘、新規商権の拡販に努めてまいりました。更に、国内の数千社にのぼる産

業・計測・工業機器メーカーの市場をコア・マーケットとして注力市場のひとつと位置付け、Web取引システムを導

入しコア・マーケット向け営業部門を中心に新規取引先の拡大を目指し営業活動を行なってまいりました。 

これらの活動の結果、コンシューマ分野では、撮像素子の変遷に伴うデジタルスチルカメラ向け半導体の需要減

少などがあったものの、主にスマートフォン向け半導体の販売が伸張し、前年同期対比で売上高は増加いたしまし

た。しかしながらインダストリー分野では、期前半において比較的好調でありました分析器、計測器等向け半導体販

売が、期後半より在庫調整局面となり需要が大幅に落ち込み、前年同期対比で売上高は減少いたしました。以上によ

り、売上高は前年同期対比でほぼ横ばいの推移となりました。 

利益面では、全社を挙げてより一層のコスト削減をいたしましたが、比較的付加価値の高いインダストリー分野

の売上高の落ち込みが大きく影響し、営業損失、経常損失及び当期純損失を計上することとなりました。 

以上により、当事業年度の業績といたしましては、売上高104億16百万円（前期比0.0％増）、営業損失41百万円

（前事業年度は営業利益28百万円）、経常損失46百万円（前事業年度は経常利益35百万円）、当期純損失22百万円

（前事業年度は当期純損失98百万円）となりました。 

  

(次期の見通し) 

次期の見通しにつきましては、東日本大震災や原子力発電所の事故発生による景気停滞からは徐々に回復してま

いりましたが、欧州の金融不安や円高長期化など懸念要素も多く、当社を取り巻く事業環境も引き続き厳しいものと

思われます。 

このような状況の下、当社といたしましては、アナログ・デバイセズ社が注力するコア・マーケット（日本に数

千社存在する産業・計測・工業機器メーカー）向け営業活動に引き続き注力し、Ｗｅｂを活用した販売や新規口座の

獲得、二次商社などを積極的に活用した営業を展開すると同時に、医療・健康機器市場、車載機器市場などにも注力

した営業活動を進めてまいります。 

更に、当社の親会社である加賀電子株式会社の持つインフラおよびノウハウなどを積極的に活用し、業務効率の

改善やコスト削減を図り、業績の向上を図ってまいります。 

以上の活動を通して次期見通しは売上高105億円、営業利益50百万円、経常利益40百万円、当期純利益30百万円を

見込んでおります。 

  

 (2）財政状態に関する分析 

(資産、負債、純資産の状況に関する分析)  

<流動資産> 

  当事業年度末の流動資産は44億49百万円となり、前事業年度末と比較して23百万円の増加となりました。これは主

に、受取手形、売掛金の増加と商品及び製品、未収消費税等の減少によるものであります。 

<固定資産> 

  当事業年度末の固定資産は１億76百万円となり、前事業年度末と比較して13百万円の増加となりました。これは主

に、ソフトウェアの増加と投資有価証券の減少によるものであります。 

<流動負債> 

  当事業年度末の流動負債は15億90百万円となり、前事業年度末と比較して99百万円の増加となりました。これは主

に、買掛金の増加と短期借入金の減少によるものであります。 

<固定負債> 

  当事業年度末の固定負債は１億12百万円となり、前事業年度末と比較して12百万円の増加となりました。これは主

に、退職給付引当金、役員退職慰労引当金の増加によるものであります。 

<純資産合計> 

  当事業年度末の純資産合計は29億22百万円となり、前事業年度末と比較して74百万円の減少となりました。これは

主に、当期純損失及び自己株式の取得及び配当金支払いによる利益剰余金の減少によるものであります。 

(キャッシュ・フローの状況に関する分析) 

 当事業年度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２百万円減少し、当事業

年度末には、３億65百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

１．経営成績
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  営業活動の結果獲得した資金は、１億95百万円（前年同期は43百万円の獲得）となりました。これは主に、売上債

権の増加などの資金の減少があったものの、たな卸資産の減少、仕入債務の増加、未収消費税等の減少などの資金の

増加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) 

 投資活動の結果使用した資金は１百万円（前年同期は11百万円の使用）となりました。これは主に、投資有価証券

の売却による収入などの資金の増加があったものの、無形固定資産の取得などの資金の減少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) 

  財務活動の結果使用した資金は１億93百万円（前年同期は65百万円の獲得）となりました。これは、短期借入金の

返済、配当金の支払、自己株式の購入の資金の減少によるものであります。  

  なお、キャッシュ・フロー指標は下記のとおりです。 

自己資本比率 : 純資産/総資産 

時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 : 有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー/利払い 

  

 (注) １．各指標は、財務数値により計算しております。 

 ２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

  ３．キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを利用しております。 

  ４．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、利益配分につきまして、将来の事業展望と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定し

た配当を継続していくことを基本方針としております。 

 また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、企業体質の強化のための技術

教育など将来の発展、成長のため引き続き活用してまいります。 

 平成24年３月期の期末配当金につきましては、当期純損失を計上するに至りましたが、株主の皆様に対する安定的

な配当を行うため１株当たり７円の配当をお支払させていただく予定です。 

 次期配当金につきましては、期末配当金としまして１株当たり７円の配当を予定いたしております。 

  
平成23年３月期

 通期 
平成24年３月期

 通期 

自己資本比率（％）  65.3  63.2

時価ベースの自己資本比率（％）  21.5  20.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  21.4  3.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  6.8  19.2
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(1）会社の経営の基本方針 

 平成21年３月期 決算短信（非連結）（平成21年５月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。  

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。  

  （当社ホームページ）  

 http://www.adm.co.jp  

  （大阪証券取引所ホームページ（銘柄検索ページ）  

 http://www.ose.or.jp/listed_company_info/description/search 

(2）目標とする経営指標 

 平成21年３月期 決算短信（非連結）（平成21年５月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。  

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。  

  （当社ホームページ）  

 http://www.adm.co.jp  

  （大阪証券取引所ホームページ（銘柄検索ページ）  

 http://www.ose.or.jp/listed_company_info/description/search   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 平成21年３月期 決算短信（非連結）（平成21年５月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。  

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。  

  （当社ホームページ）  

 http://www.adm.co.jp  

  （大阪証券取引所ホームページ（銘柄検索ページ）  

 http://www.ose.or.jp/listed_company_info/description/search 

(4）会社の対処すべき課題 

  平成23年３月期 決算短信（非連結）（平成23年４月28日開示）により開示を行った内容から重要な変更がない

ため開示を省略します。  

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。  

  （当社ホームページ）  

 http://www.adm.co.jp  

  （大阪証券取引所ホームページ（銘柄検索ページ）  

 http://www.ose.or.jp/listed_company_info/description/search 

(5）その他、会社の経営上の重要な事項   

 該当事項はありません。  

２．経営方針
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 368,037 365,765

受取手形 368,065 399,616

売掛金 2,161,929 2,598,005

商品及び製品 1,312,279 977,600

未収消費税等 144,769 78,521

前渡金 29,600 8,348

前払費用 12,451 12,919

繰延税金資産 23,769 10,669

その他 11,954 3,515

貸倒引当金 △6,717 △5,386

流動資産合計 4,426,140 4,449,576

固定資産   

有形固定資産   

建物 30,741 27,367

減価償却累計額 △20,725 △19,861

建物（純額） 10,015 7,506

工具、器具及び備品 42,795 43,011

減価償却累計額 △34,856 △38,185

工具、器具及び備品（純額） 7,938 4,826

有形固定資産合計 17,954 12,332

無形固定資産   

ソフトウエア 21,331 50,426

その他 1,327 1,327

無形固定資産合計 22,658 51,753

投資その他の資産   

投資有価証券 50,940 37,572

関係会社株式 0 0

出資金 30 30

差入保証金 46,149 46,193

従業員に対する長期貸付金 3,297 1,356

長期前払費用 2,742 1,633

繰延税金資産 21,231 27,367

貸倒引当金 △1,520 △1,520

投資その他の資産合計 122,872 112,634

固定資産合計 163,485 176,720

資産合計 4,589,625 4,626,297
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 418,703 686,177

短期借入金 924,249 754,352

未払金 94,504 122,403

未払費用 7,314 2,896

未払法人税等 7,121 6,500

前受金 9,240 265

預り金 4,808 4,281

賞与引当金 23,656 12,170

その他 1,672 1,459

流動負債合計 1,491,272 1,590,508

固定負債   

長期未払金 5,454 6,348

退職給付引当金 70,268 72,425

役員退職慰労引当金 19,192 28,047

資産除去債務 5,909 6,027

固定負債合計 100,823 112,848

負債合計 1,592,096 1,703,356

純資産の部   

株主資本   

資本金 560,330 560,330

資本剰余金   

資本準備金 775,180 775,180

その他資本剰余金 624 624

資本剰余金合計 775,804 775,804

利益剰余金   

利益準備金 9,000 9,000

その他利益剰余金   

別途積立金 1,740,000 1,590,000

繰越利益剰余金 △81,885 23,811

利益剰余金合計 1,667,114 1,622,811

自己株式 △13,316 △34,851

株主資本合計 2,989,933 2,924,095

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,094 △1,422

繰延ヘッジ損益 502 268

評価・換算差額等合計 7,596 △1,154

純資産合計 2,997,529 2,922,941

負債純資産合計 4,589,625 4,626,297
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 10,412,396 10,416,869

売上原価   

商品期首たな卸高 1,064,278 1,312,279

当期商品仕入高 9,322,689 8,820,255

合計 10,386,967 10,132,534

商品期末たな卸高 1,312,279 977,600

商品売上原価 9,074,688 9,154,933

売上総利益 1,337,708 1,261,936

販売費及び一般管理費 1,309,505 1,303,453

営業利益又は営業損失（△） 28,203 △41,516

営業外収益   

受取利息 323 40

受取配当金 800 394

為替差益 3,711 5,809

助成金収入 1,300 －

業務受託手数料 11,258 －

雑収入 2,196 718

営業外収益合計 19,589 6,963

営業外費用   

支払利息 6,536 9,967

売上割引 337 10

債権売却損 3,117 352

支払手数料 1,425 500

雑損失 1,059 924

営業外費用合計 12,476 11,755

経常利益又は経常損失（△） 35,316 △46,308

特別利益   

投資有価証券売却益 11,865 40,420

特別利益合計 11,865 40,420

特別損失   

固定資産除却損 12 2,635

投資有価証券評価損 69,953 －

関係会社株式評価損 49,499 －

投資有価証券売却損 17,995 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,893 －

特別損失合計 140,354 2,635

税引前当期純損失（△） △93,172 △8,523

法人税、住民税及び事業税 3,609 3,778

法人税等調整額 1,916 9,700

法人税等合計 5,526 13,479

当期純損失（△） △98,698 △22,003
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 560,330 560,330

当期末残高 560,330 560,330

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 775,180 775,180

当期末残高 775,180 775,180

その他資本剰余金   

当期首残高 624 624

当期末残高 624 624

資本剰余金合計   

当期首残高 775,804 775,804

当期末残高 775,804 775,804

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 9,000 9,000

当期末残高 9,000 9,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 1,840,000 1,740,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △100,000 △150,000

当期変動額合計 △100,000 △150,000

当期末残高 1,740,000 1,590,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 △60,887 △81,885

当期変動額   

剰余金の配当 △22,299 △22,299

別途積立金の取崩 100,000 150,000

当期純損失（△） △98,698 △22,003

当期変動額合計 △20,998 105,697

当期末残高 △81,885 23,811

利益剰余金合計   

当期首残高 1,788,112 1,667,114

当期変動額   

剰余金の配当 △22,299 △22,299

当期純損失（△） △98,698 △22,003

当期変動額合計 △120,998 △44,302

当期末残高 1,667,114 1,622,811
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △13,316 △13,316

当期変動額   

自己株式の取得 － △21,535

当期変動額合計 － △21,535

当期末残高 △13,316 △34,851

株主資本合計   

当期首残高 3,110,931 2,989,933

当期変動額   

剰余金の配当 △22,299 △22,299

当期純損失（△） △98,698 △22,003

自己株式の取得 － △21,535

当期変動額合計 △120,998 △65,837

当期末残高 2,989,933 2,924,095

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △12,389 7,094

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,484 △8,516

当期変動額合計 19,484 △8,516

当期末残高 7,094 △1,422

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 2,482 502

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,980 △233

当期変動額合計 △1,980 △233

当期末残高 502 268

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △9,907 7,596

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17,503 △8,750

当期変動額合計 17,503 △8,750

当期末残高 7,596 △1,154
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 3,101,023 2,997,529

当期変動額   

剰余金の配当 △22,299 △22,299

当期純損失（△） △98,698 △22,003

自己株式の取得 － △21,535

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17,503 △8,750

当期変動額合計 △103,494 △74,588

当期末残高 2,997,529 2,922,941
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △93,172 △8,523

減価償却費 13,108 19,889

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,804 2,157

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,744 △1,330

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,858 8,855

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,023 △11,486

受取利息及び受取配当金 △1,123 △435

支払利息 6,536 9,967

為替差損益（△は益） 16,155 △18,366

投資有価証券評価損益（△は益） 69,953 －

関係会社株式評価損 49,499 －

投資有価証券売却損益（△は益） 6,129 △40,420

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,893 －

売上債権の増減額（△は増加） 555,836 △467,626

たな卸資産の増減額（△は増加） △248,001 334,678

未収消費税等の増減額（△は増加） △49,535 66,247

仕入債務の増減額（△は減少） △264,161 267,474

その他 △32,331 47,347

小計 52,218 208,427

利息及び配当金の受取額 937 621

利息の支払額 △6,311 △10,143

法人税等の支払額 △3,726 △3,901

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,117 195,004

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △51,524 －

投資有価証券の売却による収入 27,999 44,000

有形固定資産の取得による支出 △4,060 △2,861

無形固定資産の取得による支出 △8,545 △42,542

差入保証金の回収による収入 2,738 502

貸付金の回収による収入 24,475 1,969

その他 △2,652 △2,826

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,568 △1,758

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 208,545 △149,872

長期借入金の返済による支出 △120,000 －

配当金の支払額 △22,988 △22,452

自己株式の取得による支出 － △21,535

財務活動によるキャッシュ・フロー 65,556 △193,860

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,812 △1,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77,293 △2,271

現金及び現金同等物の期首残高 290,743 368,037

現金及び現金同等物の期末残高 368,037 365,765
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該当事項はありません。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針

項目 
第38期 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方

法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しております。 

２．デリバティブ等の評価基準及び

評価方法 

デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

３．たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

商品 

 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。 

４．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産（リース資産を除く） 

  定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物         ３～15年  

工具器具備品     ３～10年 

  (2)無形固定資産（リース資産を除く） 

 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しております。 

  (3)リース資産 

  （所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産）  

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年10月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。  

５．外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

  (2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しておりま

す。 

  (3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。 

  (4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 
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（キャッシュ・フロー計算書） 

 前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収消費税等の

増減額（△は増加）」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法

の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その

他」に表示していた 千円は、「未収消費税等の増減額（△は増加）」 千円、「その他」 千

円として組み替えております。 

（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） 

 当事業年度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。 

項目 
第38期 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについ

て振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用しております。 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ方針 

 当社の内規である「デリバティブ取引規程」に基づき、為替変動リスクを

ヘッジしております。なお、デリバティブ取引は実需の範囲で行っており、

投機目的で行うことはありません。当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッ

ジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。 

  ヘッジ手段 

為替予約 

  ヘッジ対象 

外貨建売上債権、外貨建仕入債務及び外貨建予定取引 

  (3）ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約取引については、ヘッジ方針に基づき、同一通貨で同一時期の為替

予約を締結しているため、その後の為替相場の変動による相関関係が確保され

ていますので、その判定をもって有効性の判定に代えております。 

８．キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

９．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

（７）表示方法の変更

△81,867 △49,535 △32,331

（８）追加情報
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（９）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

第37期 
（平成23年３月31日） 

第38期 
（平成24年３月31日） 

 ※１．関係会社項目   ※１．関係会社項目  

  関係会社に対する負債には区分掲記されたもの

のほか次のものがあります。 

流動負債    

未払金 千円 54,493

  関係会社に対する負債には区分掲記されたもの

のほか次のものがあります。  

流動資産    

売掛金 

流動負債  

買掛金 

未払金 

千円 

千円 

千円  

70,944

71,511

53,831

 ※２．輸出債権買取契約の約定高  ※２．輸出債権買取契約の約定高 

─────── 

  売掛金 千円 224,249

対応債務    

  短期借入金 千円 224,249

 ※３．期末日満期手形 

  期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理をしております。なお、当

期末日が金融期間の休日であったため、次の期末

日満期手形が期末日残高に含まれております。 

  売掛金 千円 454,352

対応債務    

  短期借入金 千円 454,352

  受取手形 千円39,945

（損益計算書関係）

第37期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

第38期 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

関係会社からの業務受託手数料 千円7,500

                 ─────── 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％でありま

す。 

主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

78

22

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％でありま

す。 

主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

78

22

役員報酬 千円56,936

従業員給料手当  498,665

賞与手当  24,819

賞与引当金繰入額  23,656

法定福利費  70,658

退職給付費用  21,271

役員退職慰労引当金繰入額  8,858

物流費  78,861

旅費交通費  81,549

支払手数料  24,134

賃借料  79,199

貸倒引当金繰入額  2,744

減価償却費  13,108

営業及び業務サポート料  104,123

役員報酬 千円57,829

従業員給料手当  487,873

賞与手当  20,911

賞与引当金繰入額  12,170

法定福利費  73,373

退職給付費用  23,227

役員退職慰労引当金繰入額  8,855

物流費  80,762

旅費交通費  81,249

支払手数料  28,446

賃借料  81,185

貸倒引当金繰入額  △1,122

減価償却費  19,889

営業及び業務サポート料  104,168

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 千円12 建物 

工具器具備品 

千円

千円

2,614

21

※４．投資有価証券評価損の中には、関係会社社債評価損

千円が含まれております。 49,999

                 ─────── 
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第37期（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）  

「関連会社に対する投資の金額」は、当事業年度において減損処理を行い、関係会社株式評価損 千円

を計上しております。 

第38期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）  

 関連会社の損益等からみて重要性が乏しいため、記載しておりません。 

Ⅰ 第37期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 当社は、電子デバイス製品の仕入・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

Ⅱ 第38期（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 当社は、電子デバイス製品の仕入・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

Ⅰ 第37期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

３．主要な顧客ごとの情報 

  

Ⅱ 第38期（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

（持分法投資損益等）

関連会社に対する投資の金額  千円0

持分法を適用した場合の投資の金額  千円－

持分法を適用した場合の投資損失の金額 千円48,685

49,499

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

ｂ．関連情報

   （単位：千円）

日本 アジア 合計 

 6,429,934  3,982,462  10,412,396

     （単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

KAGA DEVICES (H.K.) LTD.  1,909,795
電子デバイス製品の仕入・

販売事業 

   （単位：千円）

日本 アジア 合計 

 5,081,448  5,335,421  10,416,869
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３．主要な顧客ごとの情報 

  

第37期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

第38期（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

第37期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

第38期（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

第37期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

第38期（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

     （単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

 シャープ㈱  1,474,084
電子デバイス製品の仕入・

販売事業 

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

第38期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。  

 株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、

関連当事者情報、税効果会計、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産

に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しま

す。 

（１株当たり情報）

第37期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

第38期 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円940.95

１株当たり当期純損失金額 円30.98

１株当たり純資産額 円938.27

１株当たり当期純損失金額 円7.00

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

同左 

  
第37期 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

第38期 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  2,997,529  2,922,941

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  2,997,529  2,922,941

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（株） 
 3,185,656  3,115,256

  
第37期 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

第38期 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当期純損失(△)（千円）  △98,698  △22,003

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失(△)（千円）  △98,698  △22,003

期中平均株式数（株）  3,185,656  3,145,511

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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