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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 30,189 4.5 2,690 △9.7 2,587 △6.1 1,374 40.5
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,166百万円 （150.4％） 24年3月期第2四半期 466百万円 （137.2％）

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 68.38 68.28
24年3月期第2四半期 48.92 48.91

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 28,991 14,760 50.6 729.54
24年3月期 31,534 13,780 43.4 683.69

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  14,682百万円 24年3月期  13,692百万円

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  

 平成24年３月期期末配当金の内訳 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

24年3月期 ― 13.00 ― 17.00 30.00

25年3月期 ― 15.00

25年3月期（予想） ― 12.00 27.00

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  ：  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 64,000 2.3 5,900 △13.3 5,500 △10.3 2,850 △14.0 141.82



(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四半期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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、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。 

※  注記事項

新規 ― 社 （社名） 、 除外 1社 （社名） Quondam PC Merchant GmbH i.L.

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 20,498,699 株 24年3月期 20,498,699 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 372,331 株 24年3月期 471,831 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 20,096,511 株 24年3月期2Q 19,998,268 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………………  3

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

（６）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  9

（７）重要な後発事象 ……………………………………………………………………………………………………  9

５．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  10

エレコム㈱（6750） 平成25年３月期 第２四半期決算短信

1



（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、欧州政府債務危機による世界的な景気後退懸念が払拭されな

い中で、円高が長期化し、景気の回復に一部足踏みがみられる等、依然として先行き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、急速に普及するスマートフォン、タブレット端末関連製品を中心に、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、販売チャネル別の販売体制の強化を推進いたし

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、売上高が30,189百万円（前年同期比4.5％増）となりまし

たが、主にストレージ製品及びネットワーク製品を中心とした競合他社との価格競争の激化、並びに昨年発生した

タイ国大洪水の影響によるストレージ製品の仕入価格の上昇等により売上総利益率が低下したことにより、営業利

益は2,690百万円（前年同期比9.7％減）、経常利益は2,587百万円（前年同期比6.1％減）となりました。四半期純

利益は当第２四半期連結累計期間に欧州子会社３社の解散及び清算に伴う事業整理損等の特別損失182百万円を計

上したものの、1,374百万円（前年同期比40.5％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、11,186百万円（前年同期比14.3％増）となりました。 

（ストレージ・メモリ） 

 昨年度の地上デジタル放送移行による買替需要の反動減により薄型テレビの需要が減少したことにともない、テ

レビ録画に対応したストレージ製品の販売が減少したものの、平成23年７月に設立したハギワラソリューションズ

株式会社が同年８月からメモリ製品の取扱いを開始したこと等から、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、5,101百万円（前年同期比6.0％増）となりました。 

（ＩＯデバイス） 

 新製品の投入は堅調に推移しましたが、マウスを中心に製品の低価格化が一層進み、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、2,518百万円（前年同期比16.8％減）となりました。 

（デジタルホーム） 

 スマートフォン向けのＡＶ関連製品やBluetooth対応製品が順調に販売を伸ばしたものの、スマートフォンの普

及にともない需要が減少しているデジタルオーディオプレーヤーの関連製品の販売が減少し、またネットワーク製

品の価格競争の激化が影響し、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、6,690百万円（前年

同期比9.8％減）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等が順調に販売を伸ばしたことから、

その他に係る当第２四半期連結累計期間の売上高は、4,692百万円（前年同期比22.2％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24年３月期第２四半期 平成25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  9,789  33.9  11,186  37.1  14.3

ストレージ・メモリ  4,813  16.6  5,101  16.9  6.0

ＩＯデバイス  3,026  10.5  2,518  8.3  △16.8

デジタルホーム  7,415  25.7  6,690  22.2  △9.8

その他  3,840  13.3  4,692  15.5  22.2

合   計  28,884  100.0  30,189  100.0  4.5
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（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2,542百万円減少し、負債は3,522百万円の減

少、純資産は980百万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1,477百万円、商品及び製品が1,044百万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1,769百万円、未払法人税等が963百万円そ

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、円高の影響等によりその他の包括利益累計額が

198百万円減少した一方で、利益剰余金等の増加により株主資本が1,189百万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461百万円

（前年同四半期は465百万円の獲得）、投資活動の結果使用した資金は512百万円（前年同四半期は1,495百万円の

使用）、財務活動の結果使用した資金は183百万円（前年同四半期は9,207百万円の使用）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290百万円減少し、8,598百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月７日付「平成24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修正しております。平成24年10月26日付で公表いたしました「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、品目別の連結売上高計画は、次表のとおりです。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第２四半期連結累計期間より、Quondam PC Merchant GmbH i.L.（旧商号：ednet GmbH）は、清算手続き中で重

要性が乏しくなったため、連結の範囲から除外しております。 

   

 （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 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

 この変更に伴う、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。 

   

 該当事項はありません。   

   

〔品目別連結売上高計画〕 （単位：百万円、％） 

品目区分 
平成24年３月期［実績］ 平成25年３月期［計画］ 前年同期 

金額 百分比 金額 百分比 増減率 

サプライ  21,737  34.8  24,294  38.0  11.8

ストレージ・メモリ  11,278  18.0  10,708  16.7  △5.1

ＩＯデバイス  6,173  9.9  4,860  7.6  △21.3

デジタルホーム  15,256  24.4  14,441  22.6  △5.3

その他  8,101  12.9  9,694  15.1  19.7

合   計  62,546  100.0  64,000  100.0  2.3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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 8,889,292 8,598,334

受取手形及び売掛金 8,885,859 7,408,659

商品及び製品 6,572,798 5,527,916

原材料及び貯蔵品 495,710 433,895

繰延税金資産 1,388,441 1,626,366

その他 606,491 526,120

貸倒引当金 △89,823 △14,229

流動資産合計 26,748,770 24,107,063

固定資産   

有形固定資産 1,360,699 1,482,185

無形固定資産 1,265,095 1,241,861

投資その他の資産 2,159,849 2,160,830

固定資産合計 4,785,644 4,884,877

資産合計 31,534,414 28,991,940

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,866,895 7,097,613

短期借入金 300,000 306,176

1年内返済予定の長期借入金 50,000 50,000

未払法人税等 2,116,572 1,153,251

売上値引等引当金 968,096 777,554

その他の引当金 728,985 515,058

その他 2,500,167 2,091,390

流動負債合計 15,530,718 11,991,044

固定負債   

長期借入金 1,500,000 1,500,000

退職給付引当金 638,672 651,823

その他の引当金 60,317 63,671

その他 24,235 24,540

固定負債合計 2,223,225 2,240,035

負債合計 17,753,943 14,231,080
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 707,747 707,747

資本剰余金 707,672 807,997

利益剰余金 12,496,229 13,536,889

自己株式 △230,588 △181,962

株主資本合計 13,681,059 14,870,670

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,937 1,836

繰延ヘッジ損益 △51,732 △244,316

為替換算調整勘定 51,946 54,710

その他の包括利益累計額合計 11,151 △187,769

新株予約権 86,497 48,895

少数株主持分 1,761 29,062

純資産合計 13,780,471 14,760,860

負債純資産合計 31,534,414 28,991,940

エレコム㈱（6750） 平成25年３月期 第２四半期決算短信

5



（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 28,884,752 30,189,527

売上原価 18,649,304 20,230,812

売上総利益 10,235,447 9,958,714

返品調整引当金繰入額 6,000 9,000

差引売上総利益 10,229,447 9,949,714

販売費及び一般管理費 7,248,505 7,259,211

営業利益 2,980,942 2,690,502

営業外収益   

仕入割引 9,764 2,296

為替差益 11,168 157,352

その他 69,552 29,855

営業外収益合計 90,485 189,504

営業外費用   

支払利息 21,854 5,488

売上割引 266,779 273,908

その他 27,094 13,124

営業外費用合計 315,728 292,521

経常利益 2,755,699 2,587,485

特別利益   

固定資産売却益 － 194

新株予約権戻入益 682 27,723

特別利益合計 682 27,917

特別損失   

固定資産除却損 983 14,311

投資有価証券評価損 － 8,650

貸倒引当金繰入額 402,800 －

会員権評価損 7,616 13,941

事業整理損 － 146,025

特別損失合計 411,399 182,928

税金等調整前四半期純利益 2,344,981 2,432,473

法人税、住民税及び事業税 1,539,906 1,213,368

法人税等調整額 △173,184 △147,799

法人税等合計 1,366,721 1,065,569

少数株主損益調整前四半期純利益 978,260 1,366,904

少数株主損失（△） － △7,226

四半期純利益 978,260 1,374,131
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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 978,260 1,366,904

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,780 △9,101

繰延ヘッジ損益 △554,294 △192,583

為替換算調整勘定 40,907 1,921

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,648 △421

その他の包括利益合計 △512,255 △200,185

四半期包括利益 466,004 1,166,719

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 466,004 1,175,210

少数株主に係る四半期包括利益 － △8,491
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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 2,344,981 2,432,473

減価償却費 241,814 308,239

事業整理損失 － 146,025

のれん償却額 22,222 66,666

受取利息及び受取配当金 △4,668 △5,913

支払利息 21,854 5,488

売上債権の増減額（△は増加） 452,017 966,778

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,239 823,770

仕入債務の増減額（△は減少） △957,740 △1,500,767

引当金の増減額（△は減少） 645,563 △177,370

その他 △10,696 △451,425

小計 2,736,108 2,613,966

利息及び配当金の受取額 4,668 5,913

利息の支払額 △24,901 △5,482

法人税等の支払額 △2,250,705 △2,152,649

営業活動によるキャッシュ・フロー 465,170 461,747

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 △486,271 △350,432

有形固定資産の売却による収入 － 227

投資有価証券の取得による支出 △14,023 △4,142

無形固定資産の取得による支出 △226,001 △149,463

関係会社株式の取得による支出 △16,417 －

その他 △753,062 △9,178

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,495,776 △512,990

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） △9,007,219 6,336

自己株式の処分による収入 － 115,022

配当金の支払額 △199,982 △340,456

その他 △400 35,792

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,207,603 △183,305

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41,333 △10,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,279,543 △244,699

現金及び現金同等物の期首残高 16,206,217 8,889,292

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △46,257

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,926,674 8,598,334
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 該当事項はありません。   

   

 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。  

  

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） 

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。  

（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

（６）セグメント情報等

（７）重要な後発事象
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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） 

（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  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

  
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  29,802,122  24,579  362,825  30,189,527  －  30,189,527

(2）
地域間の内部売上高または
振替高  313,557 －  1,484,389  1,797,947 (1,797,947) －

  計  30,115,680  24,579  1,847,214  31,987,474 (1,797,947)  30,189,527

  
営業利益 
又は営業損失(△)  3,415,012 △3,347  5,126  3,416,791 (726,288)  2,690,502
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