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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 2,891 △68.6 △282 ― △311 ― 16 △74.3
24年3月期第2四半期 9,219 △22.3 105 △51.5 85 △58.0 62 △59.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △34百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 5百万円 （△93.4％）

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

25年3月期第2四半期 3.36 ―
24年3月期第2四半期 13.06 ―

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

25年3月期第2四半期 6,768 4,146 61.3 867.70
24年3月期 8,632 4,204 48.7 879.86
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  4,146百万円 24年3月期  4,204百万円

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  
 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  有   

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 7,430 △54.2 △320 ― △359 ― △35 ― △7.32



(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 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続き対象外であり、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連結財務諸
表の監査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。 

※  注記事項

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   ：  有
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） 25年3月期2Q 5,158,230 株 24年3月期 5,158,230 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 379,482 株 24年3月期 379,482 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 4,778,748 株 24年3月期2Q 4,778,748 株
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当第２四半期累計期間におけるわが国内経済は、東日本大震災の影響による落ち込みから徐々に回復

し、震災復興やエコカー補助金による政策効果により、企業活動の一部で回復が見られたものの、欧州

債務問題の長期化による財政金融不安が中国をはじめとする新興国にも波及するなど、依存として先行

き不透明な状態が続いています。 

このような状況下、当社グループが属する半導体及び半導体関連電子機器市場については、自動車向

けや、スマートフォン、タブレットＰＣ等、特定分野において活況を見せた一方で、デジタル家電、ア

ミューズメント向け機器については、市場環境の厳しさが継続しました。 

当社グループは、主要商材もとであるオン・セミコンダクターのグループとなった三洋半導体ビジネ

スの拡大に向け、三洋半導体の代理店から9名の人員を受け入れる等、収益の柱に向けた先行投資を推

進してまいりました。 

また、将来の利益獲得に向けた新規ビジネスおよび新規商材への積極的なチャレンジとしてヒロセ電

機社製品の販売を開始する等、半導体に捉われない商材の獲得活動を行ってまいりました。 

売上規模は一時的に減少したものの、手元資金の増加、自己資本比率の改善等バランスシート及びキ

ャッシュフローは大幅に改善され、伸長ビジネスへの積極投資を可能としております。また、既成概念

に囚われることなく新規商材の開拓、積極的な商流獲得により、自動車機器分野での新規ビジネスの立

ち上げを実現することができました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、28億91百万円（前年同期比68.6％減）となりました。 

 損益につきましては、営業損失2億82百万円（前年同期における営業利益は1億5百万円）、経常損失3

億11百万円（前年同期における経常利益は85百万円）、四半期純利益は、事業譲渡による特別利益およ

び事業の再構築費用の発生により16百万円（前年同期における四半期純利益は62百万円）となりまし

た。 

売上高をアプリケーション分野別に見ますと、期初計画に対し、民生機器では家庭用ゲーム機器向け

が生産調整等により、情報通信機器ではＴＶ需要減退に伴う関連製品の低迷により、売上高が減少しま

した。一方、自動車機器においては、新規顧客の獲得等により、堅調に推移しました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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総資産は、現金及び預金等の増加があったものの、売上債権、たな卸資産等の減少により、前連結会計

年度末と比較し、18億64百万円減少し、67億68百万円となりました。 

負債は、長期借入金、社債の増加等があったものの、短期借入金等の減少により、前連結会計年度末と

比較し、18億6百万円減少し、26億21百万円となりました。 

(3)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計期間末と比較して10億49百万

円増加し、27億19百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益19百万円、売上債権の減少、たな卸

資産の減少により、23億21百万円の収入となりました。  

（投資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・フローは、平成24年４月１日付で実施した事業譲渡による収入等により、

3億76百万円の収入となりました。  

（財務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・フローは、長期借入による収入、社債の発行による収入等がありました

が、短期借入金の減少により、15億98百万円の支出となりました。 

  

平成24年11月５日付「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしましたとお

り、通期業績予想及び配当予想を修正いたしました。 

第２四半期連結累計期間において、売上高については、第２四半期から立ち上がりを予定しておりま

した家庭用ゲーム機器や三洋半導体ビジネスの移管が遅れたことから、当初予想を下回りました。利益

面におきましては三洋半導体ビジネスの移管を前提とする人員の増強や、小口販売の増加から当初予想

していた販売管理費を上回り、営業利益、経常利益、四半期純利益とも当初予想を下回りました。通期

の業績予想につきましても、引き続き厳しい環境にて推移すると思われますので、第２四半期累計期間

の業績を鑑み、業績予想及び配当予想を修正いたしました。 

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響は軽微であります。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３四半期連結財務諸表 
 (1)四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,670,336 2,719,943

受取手形及び売掛金 3,663,607 1,617,995

商品 2,689,200 1,871,810

その他 185,224 190,394

貸倒引当金 △3,538 △3,250

流動資産合計 8,204,831 6,396,893

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,684 1,684

その他（純額） 14,175 29,656

有形固定資産合計 15,860 31,341

無形固定資産   

ソフトウエア 18,506 12,130

その他 5,168 5,168

無形固定資産合計 23,675 17,299

投資その他の資産   

投資有価証券 94,920 86,031

敷金及び保証金 97,806 28,046

投資不動産（純額） 194,251 193,503

その他 2,445 2,687

貸倒引当金 △1,200 △1,025

投資その他の資産合計 388,224 309,243

固定資産合計 427,760 357,884

繰延資産   

社債発行費 － 13,677

繰延資産合計 － 13,677

資産合計 8,632,591 6,768,454

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 550,707 480,175

短期借入金 3,132,294 554,210

1年内返済予定の長期借入金 120,000 120,000

1年内償還予定の社債 － 120,000

未払法人税等 12,855 7,846

賞与引当金 34,945 22,410

その他 141,492 55,402

流動負債合計 3,992,295 1,360,045

(株)アムスク（7468）平成25年3月期　第2四半期決算短信

5



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 410,000 765,000

社債 － 480,000

負ののれん 10,446 6,964

その他 15,205 9,923

固定負債合計 435,652 1,261,888

負債合計 4,427,948 2,621,933

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,051,740 1,051,740

資本剰余金 1,439,295 1,439,295

利益剰余金 1,940,931 1,933,109

自己株式 △106,223 △106,223

株主資本合計 4,325,743 4,317,921

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,298 △1,071

為替換算調整勘定 △128,399 △170,329

その他の包括利益累計額合計 △121,100 △171,400

純資産合計 4,204,643 4,146,520

負債純資産合計 8,632,591 6,768,454
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 9,219,785 2,891,525

売上原価 8,183,666 2,590,123

売上総利益 1,036,119 301,402

販売費及び一般管理費 930,830 584,076

営業利益 105,288 △282,673

営業外収益   

受取利息 1,029 177

受取配当金 776 834

投資不動産賃貸料 4,450 4,500

負ののれん償却額 3,482 3,482

受取保険料 2,971 －

その他 946 216

営業外収益合計 13,654 9,210

営業外費用   

支払利息 26,056 17,031

為替差損 1,875 16,863

その他 5,582 4,511

営業外費用合計 33,515 38,407

経常利益 85,428 △311,870

特別利益   

事業譲渡益  330,928

投資有価証券売却益 18,000 －

特別利益合計 18,000 330,928

特別損失   

投資有価証券評価損 23,294 －

特別損失合計 23,294 －

税金等調整前四半期純利益 80,133 19,058

法人税、住民税及び事業税 18,124 4,589

法人税等調整額 △406 △1,602

法人税等合計 17,717 2,986

少数株主損益調整前四半期純利益 62,415 16,071

四半期純利益 62,415 16,071
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 62,415 16,071

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,656 △8,370

為替換算調整勘定 △54,268 △41,930

その他の包括利益合計 △56,924 △50,300

四半期包括利益 5,491 △34,228

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,491 △34,228

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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 80,133 19,058

減価償却費 18,005 11,198

負ののれん償却額 △3,482 △3,482

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21 △463

賞与引当金の増減額（△は減少） 267 △12,535

受取利息及び受取配当金 △1,805 △1,012

支払利息 26,056 17,031

為替差損益（△は益） △24,468 32,500

投資有価証券評価損益（△は益） 23,294 －

投資有価証券売却損益（△は益） △18,000 －

事業譲渡損益（△は益） － △330,928

売上債権の増減額（△は増加） △82,554 2,001,300

たな卸資産の増減額（△は増加） △318,857 685,318

未収入金の増減額（△は増加） △10,838 56,056

預り金の増減額（△は減少） 1,098 △40,639

仕入債務の増減額（△は減少） 75,067 △54,613

未払金の増減額（△は減少） 5,541 △25,787

その他 △7,829 △6,703

小計 △238,347 2,346,298

利息及び配当金の受取額 1,805 1,012

利息の支払額 △25,874 △16,546

法人税等の支払額 △8,390 △9,065

営業活動によるキャッシュ・フロー △270,806 2,321,699

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 △84 △24,274

事業譲渡による収入 － 398,787

投資有価証券の取得による支出 △3,358 △3,522

投資有価証券の売却による収入 22,000 －

敷金の回収による収入 － 11,240

敷金の差入による支出 － △5,325

その他 1,229 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 19,787 376,907

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） 273,165 △2,513,846

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △30,000 △45,000

社債の発行による収入 － 584,239

配当金の支払額 △14,469 △23,523

財務活動によるキャッシュ・フロー 228,696 △1,598,130

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,598 △50,869
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,921 1,049,606

現金及び現金同等物の期首残高 975,308 1,670,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 929,386 2,719,943
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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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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