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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(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 ％

25年3月期第3四半期 7,364 △9.8 △198 ― △206 ― △326 ―
24年3月期第3四半期 8,166 △2.1 12 △68.2 5 △87.2 37 180.3

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3四半期 △107.59 ―
24年3月期第3四半期 11.93 ―

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3四半期 4,137 2,530 61.2 851.34
24年3月期 4,626 2,922 63.2 938.27
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  2,530百万円 24年3月期  2,922百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 7.00 7.00

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、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 10,400 △0.2 △95 ― △100 ― △145 ― △47.99



(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） 

※  注記事項

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3Q 3,230,000 株 24年3月期 3,230,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 257,244 株 24年3月期 114,744 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 3,037,685 株 24年3月期3Q 3,155,505 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）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要などを背景に緩やかな回復傾向が見ら

れましたが、長期化する円高や欧州債務危機問題に加えて日中関係の悪化や中国経済の減速傾向の影響等により、

景気の先行きについては依然として不透明な状況が続きました。 

 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。また、当期より従来の地域別

の体制から、販売分野別組織に事業体制を一新いたしました。この組織改革により、今後国内での成長市場（大手

産業機器、メディカル、ヘルスケア、モジュール、車載、コア・マーケット）に注力し、営業力の強化及びＷＥＢ

取引システムの顧客数の拡大などを進め、当社の基盤となる売上の確保に努めてまいりました。また、次なる成長

領域（カメラモジュール、ＣＭＯＳイメージセンサ等）を見極め、早期の売上拡大に向けた取り組みを進めており

ます。しかしながら、コンシューマ分野ではオーディオ及びスマートフォン向け半導体の需要が伸長したものの、

テレビやデジタルスチルカメラ等の半導体需要が大きく落ち込みました。また、インダストリー分野では、車載向

けの半導体の需要が伸びたものの、分析器、計測器等向け半導体の需要回復が大きく遅れており、売上高は前年同

期対比で減少いたしました。 

 利益面につきましては、主に人件費を中心に活動費等の経費削減の努力をしてまいりましたが、比較的付加価値

の高いインダストリー分野での売上高の落ち込みや競合他社との競争が激化したことなどの影響により、営業損 

失及び経常損失を計上することとなりました。また、平成24年12月27日公表の「希望退職者募集の結果及び特別損

失の発生に関するお知らせ」のとおり特別損失50百万円を計上したことから四半期純損失となりました。 

 以上により、当第３四半期累計期間の業績につきましては、売上高73億64百万円（前年同四半期比9.8％減）、

営業損失１億98百万円（前年同四半期は営業利益12百万円）、経常損失は２億６百万円（前年同四半期は経常利益

５百万円）、また希望退職者募集による割増退職金等50百万円及び加賀電子株式会社との株式交換契約に係る費用

23百万円を事業構造改善費用として特別損失に計上したことなどにより四半期純損失は３億26百万円（前年同四半

期は四半期純利益37百万円）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における流動資産は39億93百万円となり、前事業年度末に比べ４億55百万円減少いたし

ました。これは主に商品及び製品が95百万円増加し、受取手形及び売掛金が５億40百万円減少したことによるもの

であります。固定資産は１億43百万円となり、前事業年度末に比べ32百万円減少いたしました。これは、主に有形

固定資産が２百万円、投資その他の資産が30百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、41億37百万円となり、前事業年度末に比べ４億88百万円減少いたしました。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における流動負債は14億96百万円となり、前事業年度末に比べ94百万円減少いたしまし

た。これは主に短期借入金が43百万円増加し、買掛金が１億97百万円減少したことによるものであります。固定負

債は１億10百万円となり、前事業年度末に比べ２百万円減少いたしました。これは主に役員退職慰労引当金が６百

万円増加し、退職給付引当金が11百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、16億６百万円となり、前事業年度末に比べ96百万円減少いたしました。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産合計は25億30百万円となり、前事業年度末に比べ３億92百万円減少いた

しました。これは主に利益剰余金の減少３億48百万円、自己株式の取得43百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は61.2%（前事業年度末は63.2%）となりました。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期(平成24年４月１日～平成25年３月31日)の通期業績予想につきましては、平成24年10月19日に公

表いたしました業績予想から変更ございません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期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。 

（２）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、第１四半期会計期間より、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。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 365,765 354,084

受取手形及び売掛金 2,997,621 2,456,630

商品及び製品 977,600 1,072,855

その他 113,975 114,124

貸倒引当金 △5,386 △4,104

流動資産合計 4,449,576 3,993,590

固定資産   

有形固定資産 12,332 9,372

無形固定資産 51,753 52,728

投資その他の資産 112,634 81,698

固定資産合計 176,720 143,798

資産合計 4,626,297 4,137,388

負債の部   

流動負債   

買掛金 686,177 489,092

短期借入金 754,352 797,411

未払法人税等 6,500 4,446

賞与引当金 12,170 4,510

その他 131,306 200,749

流動負債合計 1,590,508 1,496,209

固定負債   

退職給付引当金 72,425 61,226

役員退職慰労引当金 28,047 34,689

資産除去債務 6,027 6,117

その他 6,348 8,325

固定負債合計 112,848 110,358

負債合計 1,703,356 1,606,568

純資産の部   

株主資本   

資本金 560,330 560,330

資本剰余金 775,804 775,804

利益剰余金 1,622,811 1,274,175

自己株式 △34,851 △78,409

株主資本合計 2,924,095 2,531,899

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,422 △1,174

繰延ヘッジ損益 268 95

評価・換算差額等合計 △1,154 △1,079

純資産合計 2,922,941 2,530,820

負債純資産合計 4,626,297 4,137,388
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 8,166,892 7,364,383

売上原価 7,153,901 6,636,171

売上総利益 1,012,990 728,211

販売費及び一般管理費 1,000,866 926,969

営業利益又は営業損失（△） 12,123 △198,757

営業外収益   

受取利息 24 28

受取配当金 380 405

為替差益 1,783 －

その他 420 786

営業外収益合計 2,608 1,220

営業外費用   

支払利息 7,549 4,283

債権売却損 352 2,242

為替差損 － 1,197

その他 1,332 1,352

営業外費用合計 9,233 9,075

経常利益又は経常損失（△） 5,498 △206,612

特別利益   

投資有価証券売却益 40,420 －

特別利益合計 40,420 －

特別損失   

固定資産除却損 2,635 54

ゴルフ会員権評価損 － 3,500

事業構造改善費用 － 74,014

特別損失合計 2,635 77,568

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 43,283 △284,181

法人税、住民税及び事業税 2,833 3,630

法人税等調整額 2,819 39,018

法人税等合計 5,653 42,648

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37,629 △326,829
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（１）株式交換による完全子会社化について 

 当社は、平成24年12月20日開催の取締役会において、加賀電子株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完

全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」といいます。)を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結し

ました。 

 本株式交換の効力発生日(平成25年３月15日予定)に先立ち、当社株式は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場におい

て、平成25年３月12日付で上場廃止( 終売買日は平成25年３月11日)となる予定です。 

  詳細につきましては、平成24年12月20日付の「加賀電子株式会社によるエー・ディ・エム株式会社の株式交換によ

る完全子会社化に関するお知らせ」をご覧ください。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報
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