
  

  

平成 25 年３月８日 

各  位 

会 社 名 エ レ コ ム 株 式 会 社

代 表 者 名 取締役社長 葉田 順治

（コード番号 ：6750 東証一部,ＪＱ）

問 合 せ 先 業務統括部長 山本 豊

 電話番号 06-6229-1418

 

東京証券取引所市場第一部への上場に伴う当社決算情報等に関するお知らせ 

 

 当社は、本日平成25年３月８日に東京証券取引所第一部に上場いたしました。今後とも、なお一層のご

指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 なお、当社の当連結会計年度の業績予想は以下のとおりであり、また最近の決算情報及び配当予想等に

つきましては、添付資料①（平成25年２月15日公表済みの資料です。）及び添付資料②（平成25年２月７

日公表済みの資料です。）のとおりであります。 

※１．添付資料①…「配当予想の修正（記念配当）に関するお知らせ」 

※２．添付資料②…「平成25年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 

 

【連結】      （単位：百万円、％） 

 
平成 25 年３月期 

（予想） 

平成 25 年３月期第３ 

四半期連結累計期間 

（実績） 

平成 24 年３月期 

（実績） 

 構成比 前期比  構成比  構成比 

売 上 高 64,000 100.0 102.3 47,804 100.0 62,546 100.0

営 業 利 益 5,900 9.2 86.7 4,954 10.4 6,805 10.9

経 常 利 益 5,500 8.6 89.7 4,503 9.4 6,129 9.8

当期（四半期）

純 利 益 
2,850 4.5 86.0 2,486 5.2 3,313 5.3

1株当たり当期（四

半 期 ） 純 利 益 
140 円 70 銭 123 円 65 銭 165 円 61 銭  

（注）平成24年３月期（実績）及び平成25年３月期第３四半期連結累計期間の１株当たり当期（四半期）純利

益は期中平均発行済株式総数により算出し、平成25年３月期（予想）の１株当たり当期純利益は、予定

期中平均株式数により算出しております。 

 

以上 

 

 

 

 

 

（注）１．業績予想につきましては、現段階の入手可能な情報に基づいて判断しておりますが、実際の業

績等は様々な要因により上記の予想数値と異なる結果となる可能性があります。  

２．平成25年３月期における個別業績予想は公表しておりません。  

 



  

 

  

平成 25年２月15日 

各  位 

大阪市中央区伏見町四丁目１番１号 

エレコム株式会社 

取締役社長 葉田 順治 

(コード番号：６７５０) 

問合せ先 業務統括部長 山本 豊 

電話番号 06-6229-1418 

配当予想の修正（記念配当）に関するお知らせ 

当社は、平成25年２月15日開催の取締役会において、当事業年度の期末配当金の予想について、下記のと

おり修正することを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。 

記 

 

１．配当予想の修正理由 

当社は、平成25年２月15日付で公表いたしました「東京証券取引所上場承認に関するお知らせ」に記載の

とおり、当社株式の東京証券取引所への上場が承認されました。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各

位のご支援の賜物と心から感謝申し上げます。 

つきましては、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、当事業年度の期末配当金予想につきまして、

１株当たり15円の普通配当に記念配当５円を加え、１株当たり20円に修正することといたしました。 

これらの結果、１株当たりの年間配当金予想は35円となります。 

 

２．期末配当予想の修正の内容 

 年間配当金（円） 

 第２四半期末 期末 合計 

前 回 予 想

(平成 25 年２月７日公表)
15円 00銭 30円 00銭

今 回 修 正 予 想

20円 00銭

（普通配当15円 00銭）

（記念配当 5円 00銭）

35円 00銭

当 期 実 績 15円 00銭

前期(平成 24 年３月期)実績 13円 00銭

17円 00銭

（普通配当12円 00銭）

（記念配当 5円 00銭）

30円 00銭

（注） 配当予想につきましては、公表日現在の業績予想に基づくものであり、実際の配当金額は様々な要

因により上記の予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

以 上 

FukuharaA
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平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年2月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 エレコム株式会社 上場取引所 大 
コード番号 6750 URL http://www.elecom.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 葉田順治
問合せ先責任者 （役職名） 業務統括部長 （氏名） 山本豊 TEL 06-6229-1418
四半期報告書提出予定日 平成25年2月7日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 47,804 2.8 4,954 △9.8 4,503 △11.7 2,486 16.9
24年3月期第3四半期 46,482 21.4 5,493 26.6 5,099 26.7 2,127 6.4

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 3,175百万円 （72.1％） 24年3月期第3四半期 1,844百万円 （40.8％）

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 123.65 123.54
24年3月期第3四半期 106.36 106.30

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 32,351 16,482 50.7 814.27
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3四半期  16,388百万円 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  ：  有  
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） 15.00 30.00

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

FukuharaA
テキストボックス
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(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25年２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3Q 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3Q 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3Q 20,105,468 株 24年3月期3Q 20,003,208 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要による下支えがあるものの、世界景気の減速等を背

景に景気に一部弱い動きがみられる等、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及び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３四半期連結累計期間の業績は、売上高は47,804百万円（前年同期比2.8％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、並びに一昨年発生し

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4,954百万円（前年同期比9.8％減）、経常利益は4,503百万円（前年同期比11.7％減）となりました。四半

期純利益は欧州子会社３社の解散及び清算に伴う事業整理損等の特別損失184百万円を計上したものの、2,486百万

円（前年同期比16.9％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） 

 スマートフォン及びタブレット端末用ケース等が順調に販売を伸ばしたことから、サプライに係る当第３四半期

連結累計期間の売上高は、18,564百万円（前年同期比13.2％増）となりました。 

（ストレージ・メモリ） 

 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

等による売上高の増加要因があったものの、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こと等から、スト

レージ・メモリに係る当第３四半期連結累計期間の売上高は、7,912百万円（前年同期比1.3％減）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、スマートフォン及びタブレット端末の普及により入力機器の需要が減少

し、ＩＯデバイスに係る当第３四半期連結累計期間の売上高は、3,870百万円（前年同期比16.0％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３四半期連結累計期間の売上高は、10,304百万円（前年

同期比11.3％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３四半期連結累計期間の売上高は、7,152百万円（前年同期比22.5％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３四半期 平成25年３月期第３四半期 前年同期 

金額 百分比 金額 百分比 増減率 

サプライ  16,404  35.3  18,564  38.8  13.2

ストレージ・メモリ  8,013  17.2  7,912  16.5  △1.3

ＩＯデバイス  4,608  9.9  3,870  8.1  △16.0

デジタルホーム  11,619  25.0  10,304  21.6  △11.3

その他  5,837  12.6  7,152  15.0  22.5

合   計  46,482  100.0  47,804  100.0  2.8
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  （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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817百万円増加し、負債は1,884百万円の減少、

純資産は2,701百万円の増加となりました。 

 総資産の主たる増加要因は、流動資産において、商品及び製品が在庫の圧縮により2,018百万円、繰延税金資産

が円安の影響等により504百万円減少した一方で、現金及び預金が1,102百万円、受取手形及び売掛金が1,197百万

円、その他が937百万円（うち為替予約が858百万円）、それぞれ増加したことによるものです。負債の主たる減少

要因は、流動負債において、未払法人税等が1,262百万円、支払手形及び買掛金が223百万円、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、利益剰余金が1,850百万円、その他の包括利益累計額が円安の影

響等により696百万円、それぞれ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1,765百万

円（前年同四半期は66百万円の獲得）、投資活動の結果使用した資金は662百万円（前年同四半期は1,783百万円の

使用）、財務活動の結果獲得した資金は22百万円（前年同四半期は9,737百万円の使用）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1,102百万円増加し、9,991百万円となりました。   

   

（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10月26日付「業績予想の修正に関するお知らせ」に

おいて公表した数値から修正はありません。 

  

（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３四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。   

   

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,889,292 9,991,580

受取手形及び売掛金 8,885,859 10,083,256

商品及び製品 6,572,798 4,553,921

原材料及び貯蔵品 495,710 480,722

繰延税金資産 1,388,441 883,750

その他 606,491 1,543,801

貸倒引当金 △89,823 △16,652

流動資産合計 26,748,770 27,520,380

固定資産   

有形固定資産 1,360,699 1,467,041

無形固定資産 1,265,095 1,209,512

投資その他の資産 ※  2,159,849 ※  2,154,829

固定資産合計 4,785,644 4,831,383

資産合計 31,534,414 32,351,764

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,866,895 8,643,632

短期借入金 300,000 811,393

1年内返済予定の長期借入金 50,000 50,000

未払法人税等 2,116,572 853,918

売上値引等引当金 968,096 844,178

その他の引当金 728,985 519,905

その他 2,500,167 1,911,009

流動負債合計 15,530,718 13,634,037

固定負債   

長期借入金 1,500,000 1,500,000

退職給付引当金 638,672 645,419

その他の引当金 60,317 65,443

その他 24,235 24,694

固定負債合計 2,223,225 2,235,556

負債合計 17,753,943 15,869,594
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31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 14,346,935

自己株式 △230,588 △181,962

株主資本合計 13,681,059 15,680,716

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,937 902

繰延ヘッジ損益 △51,732 625,004

為替換算調整勘定 51,946 81,754

その他の包括利益累計額合計 11,151 707,662

新株予約権 86,497 60,552

少数株主持分 1,761 33,237

純資産合計 13,780,471 16,482,169

負債純資産合計 31,534,414 32,351,764
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 46,482,873 47,804,603

売上原価 29,806,835 31,796,084

売上総利益 16,676,038 16,008,519

返品調整引当金繰入額 57,000 54,000

差引売上総利益 16,619,038 15,954,519

販売費及び一般管理費 11,125,077 10,999,589

営業利益 5,493,961 4,954,929

営業外収益   

仕入割引 10,734 3,521

補償金収入 3,433 21,054

その他 86,235 30,300

営業外収益合計 100,403 54,876

営業外費用   

支払利息 24,159 9,637

売上割引 392,120 414,797

為替差損 44,322 63,641

その他 34,560 18,144

営業外費用合計 495,163 506,220

経常利益 5,099,202 4,503,585

特別利益   

固定資産売却益 82 194

新株予約権戻入益 3,069 27,723

特別利益合計 3,151 27,917

特別損失   

固定資産売却損 452 －

固定資産除却損 984 16,722

投資有価証券評価損 － 6,531

貸倒引当金繰入額 402,687 －

事業整理損 － 144,919

会員権評価損 9,182 16,021

特別損失合計 413,307 184,196

税金等調整前四半期純利益 4,689,045 4,347,306

法人税、住民税及び事業税 2,759,386 1,782,420

法人税等調整額 △197,524 84,183

法人税等合計 2,561,861 1,866,603

少数株主損益調整前四半期純利益 2,127,184 2,480,703

少数株主損失（△） △354 △5,370

四半期純利益 2,127,538 2,486,073
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,127,184 2,480,703

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,206 △10,035

繰延ヘッジ損益 △291,852 676,737

為替換算調整勘定 10,061 26,686

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,677 955

その他の包括利益合計 △282,262 694,344

四半期包括利益 1,844,921 3,175,047

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,845,735 3,182,583

少数株主に係る四半期包括利益 △813 △7,535
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31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 4,689,045 4,347,306

減価償却費 431,054 504,957

事業整理損失 － 144,919

のれん償却額 55,555 99,999

受取利息及び受取配当金 △6,760 △8,545

支払利息 24,159 9,637

売上債権の増減額（△は増加） △3,605,651 △1,697,032

たな卸資産の増減額（△は増加） △151,517 1,765,878

仕入債務の増減額（△は減少） 834,586 34,960

引当金の増減額（△は減少） 1,024,355 △110,059

その他 △19,150 △471,749

小計 3,275,677 4,620,272

利息及び配当金の受取額 6,760 8,545

利息の支払額 △24,589 △9,567

法人税等の支払額 △3,191,070 △2,853,505

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,777 1,765,746

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 △662,488 △439,329

有形固定資産の売却による収入 96 227

投資有価証券の取得による支出 △43,869 △6,258

無形固定資産の取得による支出 △394,049 △209,094

関係会社株式の取得による支出 △16,417 －

その他 △666,956 △7,632

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,783,685 △662,087

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） △9,307,207 510,465

自己株式の処分による収入 26,646 115,022

配当金の支払額 △459,960 △642,352

その他 2,619 39,012

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,737,901 22,147

現金及び現金同等物に係る換算差額 40,151 22,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,414,657 1,148,545

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 ※  4,791,560 ※  9,991,580
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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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

   

当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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 45,125,829  871,634  485,410  46,482,873  －  46,482,873

(2）
地域間の内部売上高または
振替高 

538,077  －  528,373  1,066,450 (1,066,450)  －

  計 45,663,906  871,634  1,013,783  47,549,323 (1,066,450)  46,482,873

  
営業利益 
又は営業損失(△) 

6,559,239  △284,120  38,583  6,313,703 (819,741)  5,493,961

  
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 47,175,206  58,427  570,969  47,804,603  －  47,804,603

(2）
地域間の内部売上高または
振替高 

494,580  －  2,379,700  2,874,281 (2,874,281)  －

  計 47,669,787  58,427  2,950,670  50,678,884 (2,874,281)  47,804,603

  
営業利益 
又は営業損失(△) 

5,950,561  △19,612  12,622  5,943,571 (988,641)  4,954,929
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